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第 30 回（令和３年度）日本農業研究所賞の選考経過報告 

 

三 輪 睿太郎 

（第 30 回日本農業研究所賞受賞候補者選考委員会委員長） 

 

はじめに 

 選考委員会を代表いたしまして「第 30 回日本農業研究所賞」の選考経過と、

受賞されました方々の業績についてご報告申し上げます。 

令和３年度の第 30 回「日本農業研究所賞」の選考は昨年７月に第１回選考委

員会を開催し、全国 437 の大学・試験場・団体などに推薦を依頼しましたとこ

ろ、11 月末の締め切りまでに合わせて６件の応募がございました。そこでこの

６件につき、本年１～３月に委員会を３回開催して慎重に審査を重ねた結果、

以下の１件を授賞候補に内定し、去る３月 15 日開催の理事会に報告し、正式に

「日本農業研究所賞」の授賞が決定したところであります。 

 以下、栄えある「日本農業研究所賞」を受賞されました方と、その業績を紹

介しますと、 

 

〇明治飼糧株式会社研究開発部研究開発コンサルタント寺
てら

田
だ

 文
ふみ

典
のり

氏の 

「乳牛および肉用牛の精密栄養管理技術の開発に関する研究」 

 

であります。以下、この１件につき、ご紹介申し上げます。 

寺田文典氏「乳牛および肉用牛の精密栄養管理技術の開発に関する研究」  

1960 年代、経済の高度成長とともにわが国の酪農は飛躍的に発展し、乳牛の

飼養頭数は 60 年の 80 万頭から 80 年には 200 万頭を越え、産乳能力も向上しま

した。また、和牛は、60 年代から 70 年代にかけて優れた肉質を特徴とする肉
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用牛へと改良が進められました。これらの乳牛や肉用牛の能力を発揮させるた

めには対応した高度な飼養管理技術が求められるようになりました。受賞者は、

農林省入省当時から取り組んだ牛用飼料の消化試験法について、詳細な手法を

確立し、それを用いた厳密な消化試験とともに、多くの呼吸試験を行って飼料

の栄養価や牛のエネルギー要求量などを精密に測定することに成功しました。

これらの成果によって、日本標準飼料成分表や日本飼養標準が改定され、優良

飼料を用いた高度な使用管理技術の実現に貢献しました。 

さらに、近赤外分光法・中赤外分光法による乳成分など生体液の分析から乳

牛の健康状態をモニタリングする手法を開発することで、個体の栄養要求量に

応じた、より精確な飼料給与や栄養管理を可能にし、飼料の利用効率を高め家

畜の生産性を向上させる飼養技術の開発と普及に貢献しました。 

畜産の拡大は一方で家畜排泄物の増加を伴い、環境への負荷、殊に窒素の影

響が懸念される状況が生まれました。受賞者は、牛が消化吸収するアミノ酸量

を考慮して適正にタンパク質を給与することで窒素排泄量を減らし環境への負

荷を大幅に低減できることを明らかにしました。また、牛などの反芻家畜が繊

維成分を消化する過程で発生する温室効果ガス、メタンを数多く測定し、わが

国がいち早く、反芻家畜からのメタン排出量を推定するとともに削減技術のポ

イントを提示することに貢献しました。受賞者は現在も、育種改良によるメタ

ン排出量抑制の研究をすすめておられます。 

輸入飼料に多くを依存しているわが国の畜産を今後も持続的に発展させてい

くためには、国産飼料に立脚した資源循環畜産システムの構築が必要でありま

す。受賞者は現在、企業で木質系飼料の開発、エコフィードや地域粗飼料資源

の活用などに取組み、成果の一部は社会実装されています。 

このように、受賞者は我が国の畜産業が変貌をとげる過程で直面した課題の

解決に先導的な研究成果をあげるとともに、公立研究機関などとの多くの共同

研究を主導し、わが国畜産技術の向上に大きな貢献をされました。 

最後に 

 以上、第 30 回（令和３年度）の「日本農業研究所賞」を受賞された業績をご
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く簡単に紹介いたしました。この研究は我が国はもちろん世界の農業・食品産

業に貢献するすぐれた業績であり、伝統ある「日本農業研究所賞」にふさわ

しいと考えるものであります。 

最後に選考委員会を代表して、受賞の栄に浴された寺田文典氏とその関係者

の皆様に心からお祝いを申し上げます。今後も農業・食品産業の発展に尽力さ

れますようお願い申し上げ、私の報告といたします。  
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調査研究の歩みを振り返る 

：基本は農業現場との交流 
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１ はじめに 

 2023 年３月末日をもって、福島大学食農学類の教授職が終了する。福島大学

で過ごした６年間が終わるだけでなく、1976 年に始まった農業の研究者として

の歩みについても、大きな区切りを迎えるものと認識している。区切りを目前

に控えた現時点で、昭和から平成、そして令和に至る 47 年間の歩みを振り返っ

てみたいと思う。これまでにも自身の仕事を思い起こして雑文などを寄稿した

経験がないわけではないが、半世紀近くに及ぶ流れの全体像について論じたこ

とはない。農業の研究に関心を寄せておられる各位、とりわけ若手の皆さんに

多少なりとも参考になる視点が提供できれば幸いである。もっとも、流れの全

体像などと申し上げたものの、スムーズな流れとは言い難い体験もある。なか

には反面教師にふさわしい要素も含まれるかもしれない。 

 調査研究の内容は、当然のことながら勤務先が担っている役割に左右される。

この点を念頭に、本稿では勤務地の移動による取り組みの変化を追うことを基
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本とする。具体的な中身に入るに先立って、５カ所に及んだ勤務先と勤務の期

間を列挙すれば、以下のとおりである。ただし、名古屋大学と福島大学の時期

には、日本学術会議の活動や農学系の学類開設など、研究とはやや距離のある

仕事に多くの時間を投じている。調査研究の振り返りとしては、2011 年までの

３カ所の期間を中心とする。 

 

 農林省農事試験場農業経営部       1976 年４月～1981 年７月 

 農林水産省北海道農業試験場農業経営部  1981 年８月～1987 年６月 

 東京大学農学部・農学生命科学研究科   1987 年７月～2011 年３月 

 名古屋大学農学部・生命農学研究科    2011 年４月～2017 年３月 

 福島大学農学系教育研究組織設置準備室  2017 年４月～2019 年３月 

 福島大学農学群食農学類         2019 年４月～2023 年３月 

２ 学びの場としての農村 

 埼玉県の鴻巣市に本部が立地していた農林省農事試験場に着任したのは、

1976 年４月のことだった。国家公務員に採用され、学部卒業直後に農業経営部

の研究員として勤務することになった。研究員として勤務と表現したが、研究

の経験はゼロだった。非農家出身で都会生まれの都会育ちだったこともあって、

農業のイロハから学ぶ毎日となった。場内の農業機械に触れたことや試験圃場

の稲について観察したことなどが思い出される。同時に、ずいぶん時間に恵ま

れていたとの印象もある。とくに、のちに大学に転勤して以降の毎日と比べる

と、天国のようだったと言いたくもなる。なにしろ、試験場に併設されていた

宿舎から研究室までの時間距離は３分であり、朝夕にたっぷり勉強することが

できた。なかにはマルクスの資本論をドイツ語で読んだことなど、その後の調

査研究とは無縁となった時間の投入（浪費？）もあった。 

 学部卒で採用されたことも関係していただろうが、仕事のうえでの義務はほ

とんど課されなかった。研究室でも宿舎でも、とにかく勉強する毎日が続いた。

けれども採用された年の秋になると、農業経営部の研究員が中心となって、農

村調査のプロジェクトが開始される。当時の表現を用いるならば、地域複合農
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業の構造と展開をめぐる調査研究であり、部長を先頭に場内の農業経営領域の

研究員が自前で考え出したプロジェクトであった。農事試験場が所掌する関

東・東山・東海地域を対象に、いくつかの農業集落が現地調査のフィールドに

選定された。そして最初の現地調査地として、群馬県前橋市の南東部に位置す

る女屋集落を訪れることになった。問題意識を共有するために多くの研究員が

参加し、宿舎の旅館では夜遅くまで議論が続いたことを記憶している。もちろ

ん、新米の私は傍聴人であって、意味不明のやり取りに戸惑うこともあった。 

 調査は 36戸を対象とする悉皆調査、すなわち全戸調査であった。学部生の時

代に農家のヒアリングを行った経験はあるものの、農業経営の具体的な数値情

報なども入手する詳細な調査は初めてであった。訪れた農家の皆さんの丁寧な

対応のおかげで、ずいぶん多くのことを学ばせていただいた。さらに試験場の

先輩諸氏の取り計らいで、女屋集落の調査結果の執筆を小生が担当することに

なった。正直に申し上げて、これは大変な難行であった。まずは試験場内の資

料として印刷し（農事試験場農業経営部（1977））、これをもとに書籍（沢辺・

木下編（1979））の出版につながったわけだが、それぞれの段階で二人の先輩、

すなわち永田恵十郎さんと中島征夫さんから草稿へのアドバイスを頂戴した。

提出してから数日後には赤ペン入りの草稿が戻ってくる。これが何度も繰り返

された。当時は原稿用紙に手書きだったから、作業は肉体労働としても生半可

なものではなかった。それでも何とか資料と書籍の原稿として印刷されるに至

ったわけだが（生源寺（1977）、生源寺（1979ａ））、先輩からの指導には心底頭

の下がる思いである。のちに大学教員となって、論文へのアドバイスが骨の折

れる仕事であることを自覚したからである。 

 女屋集落の調査に関して、ふたつのことがらを書き留めておきたい。ひとつ

は全戸調査であったことから、兼業農家についても共通の調査票によるヒアリ

ングを行った点である。世帯主が勤務先から帰宅後の時間帯に訪問したことを

覚えている。印象的だったのは、農業の縮小傾向のもとにあった兼業農家につ

いても、その判断や行動は合理的だと感じられた点である。このような印象は、

その後の別の県の農村調査でも得られることになる。そもそも兼業農業が全国

各地で広がった現象には、経済成長への適応形態としての共通の判断に起因す

る面があり、マクロ的な動向観察からも合理的な行動だったと評価できるので
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はないだろうか。 

 もうひとつは学会誌への挑戦の挫折である。女屋集落の農家と生産組織の関

係については、多少の数量分析も織り交ぜながら、論点を深める作業を継続し

た。その延長線上で『農業経営研究』への投稿にトライすることになった。東

京農工大学の梶井功教授からアドバイスを頂戴したこともある。けれどもアク

セプトされることはなく、体調不良も重なって断念する結果となった。ただし、

査読付きの論文としてではないが、別の媒体にいちおう印刷はされた（生源寺

（1979ｂ））。このときの学会誌への挑戦を振り返ってみると、大学院で学んだ

経験がなかったことが挫折につながったように思われる。つまり、現場の調査

結果をまとめる一定のノウハウは身につけたものの、関連する学術的な論文を

読み込むトレーニングを経験しておらず、学会誌は未知の領域だったのである。 

５年４カ月勤務した農事試験場では多彩な経験をさせていただいたが、1980

年に実施された農業用水の現地調査も深く記憶に残っている。調査地は群馬県

の玉村町で、榎町用水と呼ばれた農業用水について、圃場ごとの取水の実態を

把握した。この調査は国の研究機関が共同で取り組む別枠研究の一環であり、

先ほど紹介した永田先輩が農業水利の専門家だったことから、プロジェクト全

体のリーダー役を果たしておられた。調査には農事試験場からも多くの研究員

が参加し、筆者は現地の物資の調達役を仰せつかった。２週間にわたって延べ

100 人の研究者が集落の集会所に宿泊し、田植作業中の農家から簡易なヒアリ

ングを行うかたちである。集会場に調理用の道具や寝具、それに風呂桶を持ち

込んだことが思い出される。総計 1334枚の水田について情報が得られた結果、

休日に作業が集中する兼業農家と作業が長期に分散する生産組織を比較するな

ど、農業用水の需要の特色が定量的に把握・分析された。物資調達役の筆者は

集会場に２週間連続で滞在するとともに、報告書（農林水産省農事試験場（1981））

の執筆も担当した。 

何よりも農業用水の現場の実態にリアルに触れたことは、その後の筆者の調

査研究の領域に深く影響を与えることになった。とくに永田先輩の導きのもと

で、各地の農業用水関連の調査に同行できたことがありがたかった。当初の現

地訪問がきっかけとなって、長時間をかけて分析を試みるケースも生まれた。

代表的な報告論文が生源寺（1983ａ）と生源寺（1983ｂ）であり、現場の詳細
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な日誌を手掛かりとして、条件の変化に応じた水利組織の活動の変貌を解き明

かしている。なお、ここでは農業用水の利用に着目した調査研究を紹介してい

るが、筆者の研究領域は農業水利施設のストック形成を含む土地改良の分野に

も拡大していく。この点については第４節で触れることにしたい。 

３ 一次データと格闘した北海道 

 農事試験場に着任して４年半が経過した頃だったと記憶しているが、北海道

農業試験場の農業経営部の吉田英雄室長から筆者の宿舎に電話がかかってきた。

用件は、北海道農業試験場に転勤して仕事をしないかとの誘いだった。その場

で「はい、まいります」と答えたことを覚えている。家族と相談することなく、

農事試験場の上司とのやり取りもなく即答したわけであり、乱暴と言えば乱暴

であった。けれども、北海道の地において調査研究に取り組むことについては、

またとないチャンスがやってきたという気持ちが正直なところだった。その背

景には農林漁業金融公庫、現在は日本政策金融公庫の農林水産事業本部の調査

事業との関わりがあった。 

 東大農学部時代には実質的に荏開津典生助教授の指導を受けていた。研究室

としては農業金融論研究室であり、教授の加藤譲先生はこの分野の第一人者で

あった。とくに農林漁業金融公庫との調査研究の交流が長年続いていて、現地

訪問による実態調査が毎年のように仕組まれていた。他大学の教員も参加する

研究会が設けられていて、公庫資金の種類ごとに分担して調査を行うかたちで

ある。荏開津先生もメンバーのひとりであり、当時は過疎地域の農林業を対象

とする融資の調査研究を分担されていた。そして、過疎地域の現地調査の手伝

いに駆り出されたのが筆者であった。 

実は、最初に同行させていただいたのは、学部４年生の 12 月のことであっ

た。和歌山県の本宮町（現在は田辺市の一部）の農業経営の調査であり、ヒア

リングの内容を整理したことで、「過疎：和歌山県本宮町の場合」と題した卒業

論文を何とか書き上げて提出することができた。荏開津先生の調査助手の役割

は農事試験場に勤務してからも続いた。とくに最初の２年間は引き続き過疎地

域が対象であったことから、宮崎県のえびの市や北海道の天塩町・美瑛町を訪
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問することになった（拙いものではあるが、調査報告も執筆させていただいた

（荏開津・生源寺（1977）、生源寺（1978）））。いずれも印象深い現地調査だっ

たが、とりわけ美瑛町の農業・農村の景観は脳裏に鮮やかに刻み込まれた。こ

れが北海道農業試験場からのお誘いに飛びつく行動につながったわけである。

また、一連の調査で過疎地域を訪れたことは、東京大学に異動後の農業政策の

調査研究において、条件不利地域の支援策の問題にかなりのエネルギーを投じ

たことにも結びついている。 

 1981 年８月１日をもって、札幌市豊平区羊ヶ丘の農林水産省北海道農業試験

場に移籍した。当時の手帳で確認したところ、８月４日の夕方に千歳空港に到

着したとある。空港からはバスで札幌市内に向かい、無事に羊ヶ丘に到着する

ことができた。無事に到着と表現したが、文字通り冷や汗ものだった。３日か

ら６日にかけて、石狩川の流域を中心に記録的な豪雨に襲われていたからであ

る。国道の通行止めなども報じられる中で何とか到着できたのは、幸運としか

言いようがなかった。試験場内の簡易な宿泊施設で家族とともにホッと一息つ

いたことを記憶している。 

 洪水被害のさなかに到着したわけであるが、洪水は新任地への移動に不安を

もたらしただけではない。着任後の調査研究の内容についても、極めて大きな

影響があったと言ってよい。大別して二つの要素がある。 

ひとつは、洪水被害に関する調査に動員されたことである。北海道庁を中心

に実態把握のプロジェクトがスタートしたわけであるが、ひとつの焦点が水田

転作と被害のパターンの関係を探ることであった。1970 年に本格化した米の生

産調整のもとで、北海道の水田地帯では全国平均をはるかに上回る割合で稲作

から畑作物などへの転換が行われていた。稲作であれば、かなりの水量を圃場

に貯めることが可能であるが、多くの畑作物の場合には過剰な水分を排除しな

ければならない。水の流れに違いが生じることになり、土木の世界の表現を用

いれば、内水排除のパターンにも影響がありうるというわけである。農事試験

場時代の筆者が農業用水の調査研究にも関わりがあったことから、また、農業

経営部に属しているならば、水田の転作にも知見があるだろうということで、

着任早々に動員された次第である。動員されたなどと表現したが、北海道の水

田農業の現場を何度も訪問できたことは、非常にありがたかった。実態調査の
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報告としては生源寺（1982ａ）や生源寺（1983ｃ）がある。また、西入・生源

寺（1984ａ）と西入・生源寺（1984ｂ）は北海道農業試験場の畑作の研究者と

の共著の報告である。すぐのちに触れるが、水田転作の実態に向き合ったこと

が、研究の着想につながった面もある。 

 洪水の研究への影響のいまひとつの要素は、筆者自身の研究として調査を実

施するフィールドとの出会いであった。空知地方を中心に数か所の現地を訪れ

たわけだが、なかでも何回もお邪魔した北村（現在は岩見沢市の一部）と南幌

町の関係者からは、非常に多くのことを学ばせてもらった。北村の役場職員の

OBや農業経営者とは現在もつながりがあり、南幌町の関係者とも年賀状のやり

取りが続いている。このうち南幌町については、町内の地区別の稲作収量や農

地価格などの一次データの利用を認めてもらったことによって、いくつかのオ

リジナルな研究を遂行することが可能になった。ありがたかったのは、役場の

空いているスペースを使わせていただいたことである。オンボロ自動車で毎日

のように役場に通いながら、外に持ち出すことのできない機微な情報を転記し

ていたことが思い起こされる。筆者にとって、南幌町役場の農業分野の皆さん

はまさに調査研究の恩人なのである。 

 南幌町をフィールドとした調査研究の内容に入る前に、先ほど予告しておい

た水田転作の実態を知ったことから生まれた研究について紹介しておきたい。

北海道では全国平均に比べて高い割合で米の生産調整が行われていたと述べた

が、道内においても転作率には地域差が存在していた。稲の収量が低い地域の

転作率が高いとすれば、生産調整が行われていない場合に比べて、平均収量は

上昇するであろう。同じ町村内であっても、泥炭地の水田とそれ以外の水田と

では収量に違いがあると認識されている。それも圃場間の転作率の差となって

現れているわけである。転作率の違いに起因する平均収量のバイアスを評価し

た結果を、生産調整の増収効果と表現した（これは論文のタイトルでもある（生

源寺（1984a））。単純な着眼と言ってよいだろうが、町村単位のデータに基づい

て、増収効果の取りうる最大値に対して実際の効果がどれほどであったかを推

計している点と、農業共済の基準単収を利用して圃場単位の増収効果の推計を

試みた点にオリジナリティがあったのではないかと考えている。この研究につ

いては、筆者にとって初の査読付き論文として受理された。 
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 南幌町を中心に北海道の水田単作地帯との交流が深まり、さまざまなアイデ

アが思い浮かぶ中から、いくつかの仮説について検証する方針が固まった。複

雑な検証作業ではない。むしろ、これほど単純なフレームワークはないと言え

るほど、農家の行動の基本を確認するところに力点が置かれた。専業農家中心

の北海道であるからこそ、また、水田単作という点で、いわばシンプルな農業

経営であるからこそ、具体的なデータによる実証研究が可能だと判断した面も

ある。さらに経済学から発想された仮説が検証されるならば、農家の行動が合

理的であるとの認識にもつながる。この観点は、前述の生産調整の割合の地域

差を確認する作業を通じても形成されたと言えよう。 

 水田単作地帯の検証作業は三つの柱から構成されている。第１に、専業農家

の経営規模には下限値が存在し、経済成長下の所得増加による下限値の上昇に

伴って、現実の専業農家の規模も拡大するとの仮説の検証である。この点につ

いては、南幌町に限定することなく、北海道の水田地帯全体をカバーしつつ、

下限規模の推計値と現実の最小規模の推計値を比較する時系列分析が行われた

（生源寺（1986））。 

 農業経営の規模は農地面積を尺度としているわけだが、農地の生産性の差も

考慮する必要がある。典型的には泥炭地と非泥炭地の違いである。水稲という

同じ作物であっても、面積当たりの収量が低く、したがって所得が低いとすれ

ば、下限値となる水田面積は上昇すると考えられる。この点に着目したうえで、

農地の生産性と面積で測った農業経営の規模のあいだに逆相関が存在するとの

仮説を提示し、定量的な確認を試みたのが検証作業の第２の柱であった。北海

道の水田地帯全体のマクロ的な概況把握を踏まえつつ、南幌町の農家を対象に

分析を行ったわけである。そのさい、生産性の水準によって農地を優等地・中

等地・劣等地の３段階に区分し、それぞれの農地に照応する農業経営の規模の

変化を推計することにポイントがあった。このような作業を可能にした条件と

して、南幌町の農地が開拓時代の道路によって一辺が 300 間（540 メートル）

の正方区画の集合として存在する点があった。総数 265の区画であり、それぞ

れの区画ごとに稲作収量と農業経営の面積規模のデータを把握することで、仮

説の検証を試みたわけである。なお、論文（生源寺（1989））では農地の生産性

を「土地の豊度」と表現している。 
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 メッシュデータの南幌町の水田情報を用いた調査研究として、農地価格の経

済分析にも取り組んだ。第３の柱である。ただし、農地の生産性と農地価格の

相関といった点はただちに確認されたことから、筆者は今少しの深掘りを試み

た。それは農地価格の形成要因として、自家労働の賃金率を評価するとともに、

将来の収益のフローと農地価格の比率、すなわち利回りの推計を行うことであ

った。賃金率の水準は生み出された付加価値のうち農地に帰属する部分を左右

するはずであり、利回りは将来の収益に関する時間割引率の別表現にほかなら

ない。ただし、賃金率と割引率は農地の売買に関与する人々の主観的な判断で

あって、それ自体を観察することはできない。そこで、生産性の異なる農地の

価格を対象とする計量分析によって、価格形成の構成要素としての賃金率と利

回りを推計してみたわけである。賃金率は低く、利回りは大きいとの結果が得

られた。これらは北海道の水田地帯の農家の判断として合理的ではないかと論

じた（生源寺（1988））。 

 なお、北海道農業試験場時代の調査研究の主なものについては、1990 年出版

の単著に収録されている（生源寺（1990））。 

４ 現場交流と理論的考察 

 1987 年７月に東京大学農学部に着任した。ある程度予想はしていたものの、

仕事の内容が大きく変わった。そもそも学生を対象に講義を行った経験がなく、

ゼミでの演習指導についても、文字通りの初心者であった。加えて、あれやこ

れやの雑務が降りかかってくる。これを雑務と言うべきではないかもしれない

が、着任の翌年の４月からは日本農業経済学会の庶務担当の理事を仰せつかる

ことになった。会長などの指示に従って、資料を準備する作業や関係者との打

ち合わせなど、試験場時代にはまったく経験のない仕事の連続だった。学会で

の経験を含めて、大学では新しい出会いの連続ではあったが、それだけに自分

の時間をいかに確保するかが当時の最大の課題だった。 

 そんな中でも何とか新たな調査研究をスタートすることができた。そのひと

つが酪農のコストを日本とイギリスで比較分析する仕事であった。1986 年に開

始されたウルグアイラウンドや、それに先立つ日米の農産物貿易交渉といった
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時代の流れの中で、農業の国際的な競争力に関心が高まっていたことが背景に

あった。研究室の教授の荏開津先生のアドバイスもあって、データ収集にはニ

ューキャッスル大学のプライス氏の支援を得ながら、北海道とイングランド・

ウェールズの生乳生産コストの比較を試みた。ポイントはコスト格差を生産資

材や労働などの価格差に起因する部分と生産資材や労働などの投入量の差に起

因する部分に分解するところにあった。分析のモデルはシンプルだったが、最

大の難所は価格を比較するさいに、生産資材などのスペックを可能な限り揃え

ることだった。配合飼料や肥料の構成などはむろんのこと、子牛の種付料の基

準の違いといった要素にも留意する必要があった。プライス氏とのコミュニケ

ーションにずいぶんエネルギーを投じたことを記憶している。研究の成果は、

いま述べた価格データの比較をめぐる詳細な取り組みなどを記述した調査報告

（生源寺・Price（1989））と学会誌の論文（生源寺・Price（1991））として公

表されている。 

 日英の酪農の比較分析は筆者と酪農・乳業界の交流につながることになった。

研究の結果が重く受け止められたからである。同じ頭数規模での比較のもとで、

北海道の生乳生産のコストはイングランド・ウェールズの 2.30倍に達していた。

このうち生産資材などの価格差に起因する部分が 1.74倍、生産資材などの実質

の投入量の差による部分が 1.32倍であった。後者すなわち生産性の違いもある

ものの、価格差の影響力のほうが大きかったのである。さらに土地や労働を除

いて生産資材に比較対象を限定すると、コスト格差 2.11 倍のうち価格要因が

1.80 倍、生産性要因は 1.17 倍であった。酪農の生産性向上に向けた取組みは

必要であるが、それ以上に酪農の川上に位置する関連産業に課題があることを

強く示唆する結果だった。酪農界はもとより、生乳を購入する乳業界からも強

い関心が寄せられたゆえんである。 

 調査報告や論文の公表後は、酪農の関連組織や乳業メーカーによる酪農支援

型の研究会などから声がかかることが多くなった。室内での会議や勉強会だけ

ではない。ありがたいことに、酪農家を訪問して現場の取り組みに触れる機会

も少なくなかった。北海道と都府県の酪農の違いを改めて確認するとともに、

都府県でも立地条件によって飼料の構成が大きく異なることなども理解できた。

このように酪農・乳業界との交流が蓄積していく中で、優れた酪農経営を顕彰
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する催しの審査を担当することもあった。酪農の現場との交流については、北

海道時代の経験にも触れておきたい。なお、試験場の規則に忠実であるとすれ

ば、この件は用務以外の欠勤と判断されたかもしれないが、当時のゆるい組織

運営のもとでは咎められることはなかった。 

 1982 年８月の 20 日間、道東の中標津町の酪農家に滞在することになった。

当時の道東の酪農にあっては、刈り取って圃場で乾燥させた牧草を梱包して、

畜舎の倉庫などに運び込むことが夏の重要な仕事であった。15kg程度の直方体

に梱包された牧草をトラックなどに積み込んで運ぶわけだが、そこで手作業に

携わった労力の多くは道内や道外から確保された学生のアルバイトだった。筆

者はそこに紛れ込んで作業を行ったのである。ただし、アルバイトとして金品

を受け取ることはなく、あくまでも実習生として扱っていただいた。受け入れ

てくれた牧場では百頭ほどの成牛が飼養されており、当時としては大規模な酪

農経営であった。そして、ありがたいことに牧草の運搬だけでなく、朝夕の搾

乳などの作業も行わせてくれた。このときの経験は、のちの日英のコスト比較

のさいにもずいぶん役に立った。現場で多彩な生産資材に触れていたことから、

類似のスペックの製品を探索するアプローチの大切さを十分理解していたから

である。 

 酪農・乳業界との交流は長期にわたるが、オリジナルのデータに依拠した調

査研究はさほど多くはない。中央酪農会議が取り組み、筆者も設計に深く関与

した酪農全国基礎調査の報告書（酪農生産基盤強化促進対策中央協議会・中央

酪農会議（1996）など）やその要約版（生源寺（1995ａ））を除くと、日本農業

における酪農のポジションを概説することが多く（生源寺（1993ａ）や生源寺

（1995ｂ）など）、オリジナルな調査研究の成果は乏しかった。なお、酪農・乳

業とも関わりがあって、データに基づく研究成果という意味では、生源寺（1995

ｃ）をあげてもよいであろう。配合飼料産業の生産集中度や工場の立地などを

時系列的に把握・分析したうえで、産業としての特色を浮き彫りにしている。

また、経済学の領域という意味では、産業組織論のフレームワークのもとで議

論が展開されており、この点は東京大学に異動してのちの調査研究の視点の新

しさとみることができる。 

 東京大学に移って以降、酪農をめぐる研究や現場との交流に取り組んだわけ
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だが、このほかにも力を入れた分野があった。ひとつは農業試験場時代に培わ

れた農業水利の実態把握のステップアップであり、視野がかなり広がることに

なった。もうひとつは農地の集積のメカニズムをめぐる経済学的な考察である。

前任地の北海道では農地の売買による規模拡大が基本であったのに対して、都

府県の貸借による農地市場に改めて向き合うことになった。 

第１の農業水利の分野について、国の試験場に在籍した時期には水路の維持

管理や用水の利用の観点を重視しており、問題点を指摘する論文も執筆した（生

源寺（1982ｂ）、生源寺（1984ｂ）など）。いわば共有の水利ストックの利用を

めぐる局面に注目したわけである。これに対して水利施設の新設や更新、すな

わち投資の段階にも着目した点に、東京大学時代の調査研究の特色がある。筆

者が独自に取り組んだわけではない。研究室の伝統として、投資段階の行動に

強い関心を寄せていた面があった。長期資金がメインの研究対象となる農業金

融論の研究室としては、むしろ自然なスタンスだったと言えよう。よく記憶し

ているのは、研究室出身の若手研究者が共同で愛知用水の現地調査を行ったこ

とである。当時の最大の用水利用者であった新日鉄の工場の視察も印象的であ

った。 

多目的利用の水利施設の投資をめぐる費用と便益の評価について、報告書を

執筆したわけだが（生源寺ほか（1992）や生源寺ほか（1992））、この分野の調

査研究は農業の水利施設に限定されることなく、圃場整備事業など土地改良全

般をカバーすることになった。現地調査に基づく報告書を執筆する機会も少な

くなかった（生源寺（1994）など）。また、投資をめぐる費用と便益の把握は、

プロジェクトの経済評価のアプローチにほかならない。その応用の範囲は農業

に限定されることなく、極めて幅が広い。農業の分野においても、政策などの

評価のさいには常に念頭に置くことになる。 

 第２の農地の集積をめぐる研究については、このテーマに特化した現地調査

を濃密に行ったわけではない。ただし、交換分合に取り組んでいる地区を訪れ

る機会は複数回あり、報告書も執筆した（生源寺（1993ｂ）や生源寺（1997ａ）

など）。単に面積の拡大だけでなく、まとまりのある集積を達成するところに交

換分合の狙いがある。農地が移動不可能な生産要素であるだけに、大切な観点

であることは言うまでもない。このことも念頭に置きつつ、また、土地改良事
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業の費用負担の問題にも留意しつつ、農地の集積をめぐる論文にも取り組んだ

（生源寺（1995ｄ）、生源寺・中嶋（1996）、生源寺（1996ａ））。いずれも具体

的なデータよる検証ではない点が、北海道時代の研究とは異なっている。その

意図したところを簡潔に述べるならば、農地の貸借についてミクロ経済学の市

場理論の枠組みによって模式化したうえで、農地市場に固有の特色を分かりや

すく指摘することであった。 

５ 転機となったケンブリッジ 

 1990 年代の後半に入ってからは、筆者の活動領域が徐々に変化してきた。農

業政策に関連した仕事の増加である。ひとつには政府の農業関連の審議会のメ

ンバーとなったことがある。最初のころは専門委員といったサブのメンバーと

して参加していた。1994 年には農政審議会の専門委員、1995年には畜産振興審

議会の特別委員を仰せつかった。こうした委員就任の背景には、当時の筆者が

政策に関係する発信を行っていたこともあったように思われる。この種の発信

についてはのちほど紹介するが、政策の領域への関与のきっかけとなったのは、

1990 年４月から１年間、英国のケンブリッジ大学に客員研究員として滞在した

ことであった。 

 いかに自分の時間を確保するかに汲々としていた状況下で、１年間の在外体

験は本当にありがたかった。一種のサバティカルである。荏開津先生には感謝

の言葉もない。雑務から解放されることで、改めて研究者としての研鑽を積む

ことができる。そんな気持ちでケンブリッジでの生活が始まったのだが、筆者

に具体的なテーマがあったわけではない。けれども、ヨーロッパの農業政策を

めぐって非常に大きな議論が巻き起こっていたことから、そこに関心が向かう

ことになった。すなわち、ECの共通農業政策（CAP）の改革をめぐる議論であり、

その背景には山場に差し掛かったウルグアイラウンドがあった。ケンブリッジ

での研鑽としては、共通農業政策の仕組みをイロハから学ぶとともに、提案さ

れていた改革の内容を吟味することになった。 

 海外の実態分析からスタートした点では、筆者の政策研究は異端であったと

言うべきかもしれない。帰国後は日本国内の農業政策についても、改めて学び
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直すことになった。むろん、それまでの農業をめぐる調査研究の対象も政策と

の関連性を有するのが普通であり、必要な情報は得ていた。けれども、特定の

分野の政策について体系的に理解することは意識していなかったと言ってよい。

さらにもうひとつ、イギリスからの帰国後に生じた研究活動の変化があった。

それはかなりの頻度で海外での調査を行うことになった点である。記録を確か

めたところ、1991 年から 99 年までの期間に調査のための海外渡航が 12回に及

んでいた。大半が先進国であり、ECやアメリカに加えてオーストラリアやニュ

ージーランドを訪問したこともある。いずれも制度・政策の実態と、その背景

にある農業の特徴を把握するところに狙いがあった。 

 筆者は農業政策をめぐって多くの論考を公表してきた。さまざまなタイプか

らなるのだが、ここでは調査研究の成果と言えるものについて紹介しておきた

い。ひとつのタイプは新たな政策の展開をめぐる情報の提供であり、調査結果

の報告書のかたちで公表されている。例えばアメリカの 90 年の農業法をめぐる

生源寺・中嶋（1992）や実施段階に入ったCAP改革に関する生源寺・木南（1993

ａ）などをあげることができる。文書化された情報にとどまらず、現地の専門

家の見解を紹介することなどを通じて、変化のポイントを浮き彫りにしている

点に特徴がある。また、CAP改革や米国農業法のような基本的な政策フレームと

は別に、品目特有の制度の変化に注目する場合もある。酪農・乳業界との交流

が深まっていた筆者は、イギリスの生乳市場をめぐる制度改革に関する報告を

行っている（生源寺（1996ｂ）など）。 

 調査に基づく新たな情報の提供に加えて、政策やその変化について分析を行

うタイプもある。ふたつのタイプのあいだに明快な境界線を引くことは難しい

かもしれないが、研究者としては観察の対象から一般化可能な含意を導き出す

努力を怠ってはなるまい。分析を行うと述べたが、経済学の枠組みを適用する

ことで利害得失の構図を明らかにする作業や、国際的な比較を通じて制度の共

通点と相違点を確認する取り組みなどが考えられる。いくつか例示するならば、

生源寺・木南（1993ｂ）は価格支持から直接支払にシフトしたCAP改革の本質と

その効果について、ミクロ経済学の市場モデルによる解釈を提示している。経

済学の枠組みから政策の構図を解明する挑戦としては、農業環境政策を国際的

な視点から分析した生源寺（1996ｃ）もあげておきたい。また条件不利地域に
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ついては、生源寺（1996ｄ）がイギリスと日本の比較を行っており、そのうえ

で生源寺（1996ｅ）は日本の条件不利地域政策を構想するさいに留意すべき要

素を指摘している。さらに生源寺（1997ｂ）は、イギリスの生乳取引をめぐる

新制度の効果や副作用の可能性について、乳業メーカーと酪農生産者からなる

市場構造を念頭に経済学の観点から問題を提起している。 

 この節を閉じるにあたって、ここで提示した二つのタイプには当てはまらな

いものの、制度・政策をめぐる学術研究だったと認識している仕事を３点あげ

ておきたい。ひとつは生源寺（2017ａ）であり、戦後の経済界の農政論の動向

をまとめたものである。オリジナリティは経済団体連合会や経済同友会などの

提言を読み込むことで、時代とともに変化を遂げてきた歴史を明らかにした点

にある。ちなみに経団連は 1949 年から 1997 年までに農政に関わりのある 91

の提言を発出している。なお、この論文を収録している書籍の刊行は 2017 年で

あったが、これは当初の予定から大幅に遅れていた。筆者自身が脱稿したのは

2002 年であった。 

言及しておきたいもうひとつの学術研究は、農業政策と食品産業政策の関係

について論じた生源寺（2003ａ）である。こちらは 40 年の歴史を振り返りつつ、

今後の方向性を示唆しているのだが、過去の『農業白書』に収録された「農業

に関して講じた施策」を丹念に読み込んでいるところに特徴がある。政策論で

はあるが、過去の文献というデータに依拠しているわけである。そして最後に

生源寺（2001ａ）と生源寺（2001ｂ）をあげておく。２編がセットになった論

文であり、フードシステムをめぐる政策のカテゴリー区分を提案している。フ

ードシステム学会の誕生は 1994 年であり、若い学会として新たに挑戦すべき課

題が少なくないわけだが、ここに紹介した論文では政策を議論するさいの基本

的なフレームワークを提案している。もちろん、思い付きの提案というレベル

ではない。過去の産業政策をめぐる議論を徹底的に咀嚼したうえで、継承すべ

き部分とフードシステムに固有の部分のセットというかたちで提唱している。

２編とも査読付き論文としてアクセプトされている。 

 以上、農業政策に関連する調査研究を振り返ってきたわけだが、調査研究の

成果のうち学術論文の表現に値すると判断したものについては、筆者による単

行書（生源寺（1998ａ）と生源寺（2006））に収録している。 
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６ 調査研究の副産物：むすびに代えて 

 1990 年代の後半になると、政府の農業政策関連の審議会などへの関与の度合

いが増していった。自身の調査研究は海外とりわけECの政策を対象としていた

のだが、国内の農業政策との関係も急速に広がることになった。とくに新たな

基本法の制定に向けて 1997 年に発足した食料・農業・農村基本問題調査会では、

専門委員として議論に参加した。さらに基本法の施行後は食料・農業・農村政

策審議会の専門委員を拝命し、のちに企画部会長や会長を務めることにもなっ

た。また、こうした正規の審議会とは別に農林水産省が独自に設けた検討会に

参加するケースもあった。なかでも 2002 年に座長として多くの時間を投じた

「生産調整に関する研究会」の記憶が鮮明である。 

 このように日本の農政との関わりが深まる中で、農業や食料に関係する雑誌

などから寄稿の依頼も届くようになった。そして、依頼に応えるかたちで農業

政策をめぐる話題について数多くの論考を発信した。辛口の評価を述べること

もあった。ただし、これらの発信を調査研究の成果と表現すべきではないだろ

う。自分なりのアイデアを書き込むこともあったが、いわば思い付きの記述で

あり、学術的な研究とは別の領域の仕事だったと認識している。1990 年代後半

からの論考について、おもなものは単行書である生源寺（1998ｂ）、生源寺（2000）、

生源寺（2003ｂ）に収録している。これらは初出の媒体の性格もあって、農業

関係者を念頭に記述されたものが多いが、少し時間をおいてではあるが、広く

一般向けの著書も世に問うこととなった。農業政策は消費者であり、納税者で

もある国民の利害と深く関わることを意識した仕事だったと言えよう。具体的

には生源寺（2008）と生源寺（2011）であり、いずれも書き下ろしの書籍であ

る。 

 今世紀に入ると、コラムのような肩の凝らない読み物を執筆する機会も増え

てきた。政策だけでなく、農業や農村や食料について多彩な視点から論じてき

たつもりである。読み手は農業関係者だけではない。生活協同組合が関係して

いる媒体からの依頼も少なくなかった。そして何よりも、地方紙に定期的にコ

ラムが掲載されたことで、読者の層が広がったことを感じている。具体的には
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共同通信が地方紙に配信するコラムを 2006 年から 2019 年まで継続した（タイ

トルは「にっぽん診断」と「経済サプリ」）。また、名古屋大学の時代には信濃

毎日新聞と熊本日日新聞に、それぞれ２年間にわたって論説を寄稿していた。

こうしたコラムや論説についても、筆者の単著としてまとめてある（生源寺

（2005）、生源寺（2009）、生源寺（2010）、生源寺（2015）、生源寺（2017ｂ））。 

 農業関係者はもとより、幅広い読者の目に触れるかたちになった。鴻巣の農

事試験場から始まった調査研究によって得られた知見やアイデアについて、か

み砕きながらお伝えしたわけである。なかでも地方新聞の紙面に掲載されたこ

とで、地域の農業の現場で活動されている皆さんと改めて触れ合ったとの思い

がある。長年にわたった農業現場との交流に対して、多少なりともお返しがで

きればと念じている次第である。 
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１．はじめに：背景と目的 

背景：この１－２年、国内や海外で Food Security や食料安全保障という言

葉をよく目にする。そのきっかけは言うまでもなく 2020 年半ば以降の新型コロ

ナの世界的感染拡大（パンデミック）と 2022 年２月末に始まったロシアによる

ウクライナへの軍事侵攻である。世界中が新型コロナ蔓延による食料需給への

悪影響を心配していたところに後者が起き、食料の国際的供給網が一時的にせ

よ機能不全に陥るのではとの不安が一気に世界に広がった。ロシアとウクライ

ナは世界有数の穀物・油糧種子輸出国であり、ロシアは肥料・燃料でも大きな

影響力を持つからである。 

事実、市場は敏感に反応した。パンデミック以前には 95前後だった FAO 世界

食料価格指数（2014－16＝100）は 2020 年末から上昇を始め、ロシアの侵攻後

は急騰して 2022 年３月には 160 近くに達した。肥料や燃料の国際価格は食料以

上に高騰し、世界銀行の価格指数は同じ期間の間に３倍となった。 

こうした事態は食料のリスクに対し最も脆弱な状態に置かれた人々を直撃す

る。食費が家計費の大半を占める低開発国の貧困層や農民、あるいは紛争地域

や災害被災地の住民などである。今回のケースではロシア・ウクライナからの

輸入依存度の高い中東やアフリカ途上国の一般市民も含まれよう。各国政府の

中には、インドのように国内価格への波及を懸念して、食料の輸出制限に踏み
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切る動きも出た。 

危機感を持った国際社会は、ロシアの侵攻後相次いで世界の Food Security

に関連する声明と対応策を打ち出した。2022 年３月半ばには国連が「食料、エ

ネルギー、ファイナンスに関する地球的危機対応グループ(GCRG)1）」を立ち上

げ、５月 19日にはＧ７の議長と世界銀行総裁が連名で「Food Security のため

の地球的連合（Global Alliance）」結成を呼びかけた。６月 28 日にはＧ７サミッ

トがこの連合の発足を発表し、具体的行動として、総額 140億ドルの拠出、ウ

クライナの食料増産と輸出を可能にする努力、開かれた国際貿易体制の堅持、

持続的農業生産への投資などを行うことを宣言した。７月 15日には、FAO、IMF、

WBG（世界銀行グループ）、WFP、WTO という、食料に生産・供給に関係の深い５

つの代表的国際機関の首脳が、Food Security Crisisに関する共同声明を発表

している。さらには 11月 16日にＧ20サミットがその宣言の中で地球的連合の

行動を呼びかけた。 

これほど多くの国際機関や各国首脳が Food Security に大きな関心を示し、

共同宣言等で行動を促すのは異例で、1974 年の世界食糧会議（World Food 

Conference）以来といってもいい。1996 年の世界食料サミットでも、2008年の

世界的食料価格高騰時でも、このような危機感と広がりは見られなかった。  

多くの食料を海外からの輸入に頼る日本でも、食料安全保障政策の強化を訴

える声があちこちから聞こえるようになった。６月 15日に閣議決定された「経

済財政運営と改革の基本方針 2022」は、内外の環境変化への対応として、外交・

安全保障やエネルギーと並んで食料安全保障の強化を挙げており、８月 14日の

日経新聞社説も「農政の抜本的見直しで食料安保を強めよ」と主張している。 

本稿の目的は、こうした最近の動きも念頭に、食料安全保障をめぐる国際社

会の議論をもう一度大きな流れとして整理し、できればその目で日本の「食料

安全保障」の議論の位置づけも考えることにある。実は、この目的は、2007年

の拙稿「フードセキュリティとは―国際的潮流」（以下、「前回拙稿」と略す）2）

を受け継いだものである。本稿では 2000 年代初めまでの潮流を、世界経済社会

の変化との関係から再検証するとともに、見落とした点を補い、最近の新しい

動きの分析を加えて、より長期にわたる国内外の議論の流れを追う。なお、英

語の「Food Security」と日本語の「食料安全保障」は、今日では意味が全くと
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言っていいほど異なってきている。本稿では混同を避けるため区別して使うこ

とにする。 

再検証の部分は前回拙稿と一部重複するが、鍵となるコンセプトや用語、全

体の流れの理解に不可欠であり、見落とした点や説明不足の点を中心にかなり

のスペースを割いた。例えば、Food Security に欠かせないはずの国際備蓄や

商品協定の試みがなぜ挫折したのか、Food Security という言葉の生みの親と

もなった 1974 年の国連世界食糧会議がなぜ十分な成果を挙げなかったのか、逆

にあまり話題にならなかった 1996 年の世界食料サミットが、実は大きな転換点

であった、といったことである。ただ、2000 年代半ばまでの他の先進国の政策

や OECDでの議論については、前回拙稿で紹介したので必要のない限り省略する。 

構成は次の通りである。次の第２節では、Food Security の概念の誕生とそ

の後の展開を、世界の食料需給や食生活の変化とも対比しながら、大きな流れ

として解説する。第３節では 21世紀に入って起きた新しい流れを、国連の開発

目標と関連づけながら見ていく。第４節では、現在進行中の新型コロナのパン

デミックとロシアによるウクライナ侵攻のインパクトを考える。第５節は世界

の潮流からますます乖離するように見える日本の食料安全保障議論について個

人的体験も踏まえて私見を述べる。 

本稿の執筆に当たって主に参考にしたのは、FAO や国連、世界銀行を中心と

した国際機関の会議資料・報告と統計、及び Maxwell,M.（1994）や Shaw,J.（2007）

などの文献である。特に Shawの 500ページに及ぶ労作は、埋もれた文献や会議

資料を丹念に調べ、戦前から 2000 年代前半までの Food Security をめぐる国際

政治や経済の動きを克明に描き出しており、全体の流れを理解するのに役立っ

た。本稿の過去の潮流に関する部分は多くをこの Shaw の著書に負う。 

２．Food Security：その概念の誕生と展開 

Food Security という言葉が、一応定義らしきものを伴って初めて公式な形

で国際社会に登場したのは、1973年の 17 回 FAO 総会とそれを受けて翌年開催

された国連世界食糧会議であり、わずか 50 年の歴史しかない。しかも、その定

義は、その後何度か大幅に書き換えられている。Food Security はフレキシブ

－ 28 －



 

ルな概念なのである（FAO、2003）。ただ、だからと言って、定義が勝手に変え

られたわけではない。その裏には、食料事情の改善や経済発展、人々の生活や

関心の変化といった世界の社会経済の大きな流れがあった。Food Security の

定義や関心は、供給側から需要側へ、一時的なものから慢性的なものへ、世界・

国家のものから個人的なものへ、さらには、食生活や健康・環境面へと少しず

つ軸足を移し、今日では広い範囲をカバーする多面的で複雑なものとなってき

た。 

 

（１）Food Security（FS）とは 

まず Security という言葉から始めよう。言うまでもないが、これは secure

の名詞形で、日本語では、安全保障、治安、警護、担保、証券といった様々な

言葉に訳される。共通するのはいずれも「脅威（threat）やリスクから生命や

財産を守ること、またはそのための備え」を指すことである。Security は個人

レベルでも当てはまるが、安全保障という意味で使われた場合、国家レベルで

の安全保障（national security）を意味することが多い。すなわち、「内外の

脅威やリスク（以下単に「脅威」という）から国民の生命や財産を守ること、

またはそのための備え」である。 

脅威の最大のものは戦争や他国による軍事侵略であるが、それ以外にも輸入

の途絶や疫病の侵入、大規模な自然災害や原発事故、経済破綻といった要因も

重大な脅威となる。そのため、軍備や警察、外交努力と並んで、十分な外貨保

有や食料・燃料の備蓄、安定した供給網や供給先の確保といった様々な手段を

組み合わせた「総合的な備え」3）がとられる。 

Food Security も同様に考えると、「食料に関して存在する内外の脅威から国

民の生命を守ること、或いはそのための備え」ということになろう。ただ、単

独で国家レベルの Food Security を考えるのはかなり難しい。防衛・経済・エ

ネルギーといった他の側面には脅威が存在しないのに、食料についてだけ国家

が脅威にさらされることがあるか、という質問が待っているからである。 

Food Security の必要性は、単独で考えるより、上記のような「総合的な備

えのなかの一つの重要課題」と考える方が分かりやすい。国土の防衛や大災害

の対策には軍備や燃料などと並んで、食料の補給が欠かせないから、その必要
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性を疑う余地はない。腹が減ってはいくさができない、のである。 

ではなぜ、その中で Food Security が特に重要視されるのだろうか。答えは

はっきりしている。食料は水と並んでわれわれの生命の維持に絶対不可欠だか

らである。工業製品や石油の供給が一定期間途絶えても、普通の人の生命が直

ちに脅かされることはない。しかし、食料を全く摂取できないと、健康な人も

数ケ月で餓死してしまう。餓死まではしなくても軽い感染症で命取りになる。

今日でも、低開発国の最貧層の中には、栄養不足が直接・間接の原因となって

亡くなる人が多数存在する。先進国でも、第２次大戦直後の日本や欧州のよう

に短期間にせよ食料の不足で国民が飢え（hunger）4）に直面することがある。

飢えの恐怖は、人類の生存本能に根差すものであり、国際社会や各国政府が

Food Security を常に心配するのは当然なことである。 

なお、Food Security の「Food」は食べ物全般を指す抽象的な言葉であるが、

飢えや栄養不良との関係で、主食として食料熱量の確保に最も直接的な役割を

果たす穀類（地域によってはイモ類）を念頭に置いて議論されることが多かっ

た。畜産物も重要な熱量・蛋白源であるが、穀類を直接消費する場合と比べ効

率や保存性が劣り、緊急時の一時的な食料としての役割以外はあまり取り上げ

られることがない。本稿で取り上げる内容も、穀物が中心となっている。また、

「食料」という言葉は基本食料という意味合いで「食糧」と書かれることもあ

るが、歴史的経緯や制度の関係で食糧と書かれる以外は原則として食料という

言葉を使うことにする。 

 

（２）供給サイドの Food Security 

１）第２次大戦まで 

Food Security を飢えの脅威から身を守ることとして広くとらえれば、人類

は長い奮闘の歴史を持っている。そもそも約１万年前に始まった人類の狩猟・

採集から農耕社会への移行ということ自体が、食料の供給をより secure にする

大きな変化であった。その後、世界の農業地域は徐々に拡大し、技術も多少の

改良を見たが、気まぐれな天候や土壌の肥沃度に頼らなければならない農業の

生産性はなかなか上がらず、干ばつや風水害、病虫害、疫病、部族間の戦闘な

どが起こるたびに飢えに直面する状況が長く続いた。古くは旧約聖書や日本書
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紀に凶作で人々が飢えに苦しむ記述があり、近代になっても日本を含め世界各

地で大小の飢饉（famine）が記録されている。 

人類は長い歴史のほとんどの期間、食料に関して insecure であり、飢えのリ

スクと背中合わせであった。世界人口の伸びが 18世紀くらいまで緩やかだった

のは、疫病や争いの頻発にも原因があるが、基本的には農業生産力にネックが

あったからである。農業生産力が上がらなければ、増える人口を養うことがで

きず、人口増加も経済発展も頭打ちになる。マルサスの人口論（1798）やリカー

ドの地代論（1817）は、当時世界の最先進国であったイギリスですら、食料生

産の限界問題に直面していたことを物語る。 

もちろん、人類もただ手をこまねいていたわけではない。開墾、灌漑、農業

技術の改良、肥料、そして食料備蓄や集団防衛など、食料供給をより secure

にする努力が世界各地で続けられてきた。それらがすでに古代文明の時代に大

河下流の乾燥農業地帯で始まり、現代にいたるまで各地で綿々と続いているこ

とは、歴史書や農業技術史が語るところである。それらは集団としてできるだ

け多くの食料を生産・確保しておこうという地道な「供給サイドの Food 

Security」に向けての努力であった。 

欧米先進国で、食料供給力に一応のめどがつくようになるのは 20世紀に入っ

てからである。農業適地の不足と土壌肥沃度の限界の問題は、19世紀後半から

本格化した新大陸の開拓と、20世紀初めの合成アンモニアを原料とする安価な

化学肥料等の出現により解決の道が開かれた。さらにエネルギー革命や農業機

械化の進展、輸送手段の発達も加わって、20世紀前半には食料供給力は著しく

改善し、農業者１人が養える人数が飛躍的に増加した。この流れは第１次大戦

の影響により一時的に停滞することもあったが絶えることはなく、米国などで

は 1920 年代後半には食料生産は早くも過剰気味となった。1930 年代に入ると

価格と生産者所得の大幅な低下は農業恐慌ともいわれるほど深刻となり、農業

調整法（1933）により生産面積の調整(set aside)を余儀なくされるようになっ

ている。 

もっとも、この時代の過剰は、人口に比べ巨大な食料供給力を持つ米国やカ

ナダなどの問題であり、かつ、大恐慌によって引き起こされた欧米の食料・飼

料需要の後退が主な原因であった。膨大な人口を抱えるアジア・アフリカ地域
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のほとんどはまだ植民地であり、人々が food insecure であってもその潜在需

要が国際マーケットに反映することはまずなかった。 

 

２）第２次大戦前後から 1960 年代まで： 

第２次大戦がはじまると、欧米諸国の食料過剰問題は一時的に解消した。欧

州やアジアなど戦闘に巻き込まれた国や地域を中心に輸入需要や食料支援の要

請が増えたからである。大戦末期や直後は、開発途上国はもとより、戦場となっ

た欧州や日本でも食料事情が深刻化していた。発足したばかりの世界食糧農業

機関（FAO）が 1946 年に行った第１回世界食料調査（world food survey）によ

れば、1945 年には、途上国を中心に少なくとも世界人口の３分の１が十分な食

料熱量を摂取できていなかったとされる。 

しかし、FAO の憲章には、まだ「飢えからの解放（freedom from hunger）」

という言葉も Food Security という言葉も盛り込まれていない。「飢えからの解

放」が FAO の憲章前文に加えられたのは 1965 年の第 13回総会からであり(FAO 

1965)、「Food Security」という言葉が公式な会議文書に登場するのは前述のよ

うに 1973年の総会である。なぜ 20 年以上も遅れがあるのだろうか。 

答えを一言で言えば、終戦直後のごく短期間を除き、世界の食料市場は 1970

年代初頭までどちらかといえば過剰気味で、世界規模での不足が起きるとは考

えられていなかったからである。事実、食料需給の指標となる主要生産国の実

質穀物価格は大戦前後を除いて比較的安定しており、FAO の統計がある 1960 年

以降は一貫して低下傾向を示していた。途上国の食料・栄養不足問題は認識さ

れてはいたが、それは紛争や内乱、貧困や経済社会開発の遅れといった、もっ

と基本的な問題に起因するものであり、災害等で食料が不足する場合は圧倒的

な生産余力と在庫を持つ米国などからの援助で対応できるとみられていた。そ

の事情を少し詳しく見ておこう。 

第２次大戦で戦場とならなかった米国やカナダは、技術革新に加え政府が価

格支持政策等で増産を後押ししたこともあって大戦中に食料供給力が大きく伸

びた。しかし、戦後は海外からの戦時需要が消滅する一方、高水準の生産が続

いたため、小麦や酪農品を中心に過剰在庫が膨らんだ。米国はマーシャルプラ

ン（1948-53）、ガリオア・エロア（占領地救済基金・同復興資金、1946-51）な
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どの復興支援プログラムを通じて、食料や外貨が不足していた欧州や日本に対

し余剰農産物を無償ないし寛容な条件で提供した5）。マーシャルプランによる

援助総額は 135億ドルという当時としてはけた外れの額に達したが、その４分

の１が農産物や肥料であったとされる。日本やドイツもガリオア・エロア資金

で米国から小麦や脱脂粉乳の提供を受けた。両国ではそれを学校給食に供する

ことで児童の栄養状態の改善に役立てている。農産物を海外援助プログラムに

組み込んで、復興開発支援と過剰処理、米国産農産物の新規市場開拓にも役立

てるという三方一両得の仕組みは、目的を変えつつも、その後もマーシャルプ

ランの後継の相互保障法（ MSA,1951-61）や 1954 年に発足した PL480

（Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954）による支援

に引き継がれた。 

こうした復興支援の効果もあって、西欧諸国と日本の経済や農業生産は短期

間に回復し、食料事情も急速に改善した。欧州経済協力機構（OEEC）の農業生

産は 1949/50 年度には早くも戦前を上回り（トレーシー）、1952 年には欧州諸

国の１人当たり供給熱量は必要量を約 20％上回るようになった（FAO第２回世

界食料調査）。日本のコメ生産回復はもっと早く、1946 年以降はほぼ戦前並み

の 900万トン水準に戻っており（農林水産省作物統計）、1955 年以降は 1100万

トンを超えるようになった。1946 年に１日 1500Kcal 以下まで落ち込んだ１人

当たり食料熱量供給も、数年で 2000Kcal 近くまで戻り、1950 年代半ば以降は

戦争前の水準 2200Kcalを超えた（農林水産省「食料需要に関する基礎統計」）。 

1960 年代になると、EEC（欧州経済共同体、のちに ECに統合）では、農業技

術の進歩と共通農業政策（CAP、1962～）の手厚い保護の下で穀物や畜産物の生

産増加に拍車がかかる一方、高水準に達した食料消費の伸びは鈍く、過剰が発

生するようになった。1968年には財政負担の膨張と構造改革の遅れを懸念した

マンスホルト農業委員長が初めて大胆な CAP 改革案を提案している。日本でも

この時期からコメの大幅な過剰6）が発生し始めた。コメの１人当たり消費量は

1962 年以降減り始めていたが、生産量は高米価政策と稲作技術の向上に支えら

れて 1960 年代後半には 1400万トン台まで増加し、結果として 1970 年には過剰

在庫が 720万トンにまで達した（農水省、2013）。翌年からコメの生産調整（減

反）が始まっており、形を変えつつ実質的に今日まで続くことになる。 
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では、開発途上国の食料事情はどうだったのだろうか。FAO の Food Balance 

Sheet（旧）でみると、アジア・アフリカの 1960 年代の途上国の１日１人当た

り食料熱量供給量は 2000Kcal前後という極めて低い水準で推移しており、人口

の大半が Food insecure な状態にあったと推定される。特に中国は 1950 年代末

から 60 年代にかけての「大躍進政策」の失敗で著しい食料不足に陥り、3000

万人ともいわれる死者を出した。FAO の統計7）は 1961 年の中国の１日１人当た

り熱量供給量が平均で 1,415Kcalと、基礎代謝量ぎりぎりの水準であったこと

を示唆している。 

ただ、こうした途上国の厳しい食料状況が当時の国際社会で大きな注目を集

めていたわけではない。中国をはじめとして社会主義国家の情報はめったに外

部に伝わることはなかったうえ、それ以外の途上国地域も政情が安定せず、食

料不足や栄養不良の問題があっても戦争や内乱、政治の混乱などの報道の陰に

隠れることが多かった。アフリカの途上国の多くは独立し始めたばかりで、あ

ちこちで内戦や旧宗主国との戦いが起きていた。インド亜大陸でも、独立後分

離したインドとパキスタンの２度にわたる戦争があり、インドシナ半島では共

産主義の浸透をめぐって紛争が激化し、大国も巻き込んだ地域戦争へと進みつ

つあった。 

 

３）国際社会の食料援助の動き 

ここで忘れてはならないのは、PL480 とその改正版 PL89-808（通称 Food for 

Peace Act、1966）などによる米国の援助が途上国の Food Security に果たした

役割である。終戦後の様々な食料緊急支援策は、欧州や日本の経済復興と農業

生産の回復によって次第にその意義を失ったが、それに代わって、東西冷戦の

下での米国外交政策や人道支援、市場開拓などへの貢献が前面に出るようにな

る。その意図はともかく、結果として、外貨や食料が不足していた途上国が恩

恵を受けることになった。その好例が、1965 年に起きた大規模な干ばつで飢饉

の発生が差し迫っていたインドへの１千万トン以上の小麦の支援である。これ

はその年の米国の小麦収穫量の５分の１にも相当した。 

また、共通農業政策の成功で穀物や乳製品の生産に余裕が出はじめた EEC（６

カ国）も、ケネディラウンド（1964-67）の合意として、1968 年以降年間 103
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万トンの穀物を援助に振り向けることを約束する。２年後からは乳製品も加

わった（Arrowsmith）。主な受益国は旧植民地、特にアフリカ諸国であった。 

モンスーンアジアやアメリカ大陸の途上国には別の朗報もあった。1960 年代

後半から進み始めた「緑の革命」である。国際小麦・トウモロコシ研究所や国

際稲作研究所で開発された高収量品種が普及し始め、肥料価格の低下と世界銀

行等による灌漑投資の後押しも加わって、小麦やコメの国内生産が着実に拡大

し始めていた。緑の革命は労働集約的技術進歩であり、人工稠密で土地や資本

に比べ労働力が豊富なこれら地域に最も適したものであった。 

国連機関も途上国の食料栄養問題を傍観していたわけではない。1950 年代に

は国連総会が途上国への緊急食糧援助の国際的仕組みを検討するよう要請した

が、次に見るように多くの試みは議論だけで終わり、枠組みができても十分機

能しなかった。また、FAO でも、アジア人として初めて事務局長に就いた B.R.Sen 

が、途上国の貧困層を念頭に「飢えからの解放キャンペーン」（1960－70）を始

めた。彼は 1963 年にはワシントンで 100 か国以上の代表を招いて「世界食料

議会（World Food Congress）」を開催している。開会のあいさつを行ったのは、

当時 Peace for Food Programを強力に推進していたケネディ大統領であった。

この会合を踏まえ、FAO は 1965 年にその憲章の前文に目的の 1つとして「飢え

からの解放」を加えている。ただ、キャンペーン自体は啓蒙の範囲にとどまり、

十分な国際的行動に結びつくものとはならなかった。その理由は、会合の決議

が強制力を伴わないものであったことにもあるが、途上国の食料問題はつまる

ところ「豊穣のなかの貧困（poverty in the midst of plenty）」（Shaw 39頁）

の問題だったからである。 

 

４）多国的国際支援：一次産品商品協定と世界食糧計画（WFP） 

過剰傾向にある世界の中で食料供給に不安が生じることがあるとすれば、外

貨の乏しい低所得途上国や食料輸入国が、大規模な災害や紛争、国際価格の高

騰等により一時的あるいは少し長期にわたって食料入手が困難になるケースで

あろう。これはのちに見る Food Security の４つの側面(availability, access, 

utilization, stability) すべてを脅かすものである。実際、世界では、あち

こちで紛争や災害が頻発しており、農産物価格もその特性から乱高下を繰り返
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していた。 

このため、戦後から 1950 年代といった早い時期に、FAO や国連総会の場で、

その対策として外貨を通さないバーター取引を可能にする国際商品クリアラン

スハウス（ICCH）設立の構想や、世界食糧備蓄（World Food Reserve）構想な

どが議論されている。しかし、誰が経費を負担し、どう公平かつ効率的に管理

するか、発動の基準をどうするか、緊急時に間に合うのか、マーケットを混乱

させないか、といった基本的問題をクリアーできず、実現しなかった（Shaw 

37-57頁）。世界最大の食料生産力と財政力がある米国が PL480 をはじめとした

強力な大量援助の仕組みを持って控えている以上、そうした構想はあまり現実

的意味や必要性を持たなかった。また途上国の外貨不足や貧困の問題は、経済

開発の遅れや植民地支配に起因する構造的問題であり、その解決は一義的には

世界銀行や IMFおよび旧宗主国の役割であった。 

代わって、２つの異なるアプローチが試みられた。一つは UNCTADを中心に進

められた１次産品国際商品協定である。これは、個別の農産物の主要な輸出・

輸入国が参加・協力して貿易量や価格の極端な変動と過不足を防ごうとする試

みで、その手段は参加国による緩衝在庫創設と操作、貿易数量割当、長期取引

契約の３つであった。うまく機能すれば、価格も貿易量も安定し、先進国だけ

でなく、途上国の消費者や生産者の Food Security も恩恵を受けるはずであっ

た。しかし 1960 年初めまでに合意に達したのは、小麦、砂糖、コーヒー、錫、

オリーブオイルの５つの協定だけで、かつ輸入国も参加したのは小麦と錫だけ

であった。 

小麦は戦前（1933年）から輸出割当を主内容とする関係国の協定があったが

機能せず、第２次大戦後、輸入国も加え内容も整えて 1949 年に国際小麦協定

（IWA）として出発した。これは売買価格の範囲と販売量の保証に関する参加国

の契約を伴った本格的な多角的協定であった。その後、IWA はケネディ・ラウ

ンド交渉（1964－67）を契機として対象品目の範囲を他の穀物に広げるととも

に、途上国の声を反映する形で、食糧援助規約（1967）を創設し、穀物貿易規

約（1967）との２本立てからなる国際穀物協定（IGA,1968）に衣替えする。食

糧援助規約の方は、主要輸出国別の最低援助数量(当初は合計で小麦換算 430

万トン、大半が米国と EC)や、その 80％以上が贈与であることなどが盛り込ま
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れており、多少形を変えながらも今日まで続いている（IGC）。 

しかし、穀物貿易規約の方は 1971 年以降関係国の対立から経済条項（取引価

格を上限・下限の範囲に収める、販売量を割り当てるなど）の合意ができず、

その機能は情報の交換や分析に限られることになった。 

こうした国際緩衝在庫や国際商品協定によって食料供給の安定性と強靭性を

強化しようとする試みの挫折は、各国の政策や利害が対立する国際社会では自

主的な多国間取り決めによって食料の国際価格や貿易量の安定化を図ることが

いかに合意困難であるか、また、現実のマーケットで機能するためにはいかに

多くの問題を抱えているかを示すこととなった。 

もう一つのアプローチは、緊急食糧援助のための世界食糧計画（World Food 

Program）の発足（1961）である。WFPは今日では人道的援助に関わる世界最大

の国際機関となっているが、その誕生と発展は多くのドラマを伴った。誕生を

後押ししたのは米国の農産物過剰と、２人の米国の政治家（ケネディ大統領と

マクガバン議員）の熱意であった。関連構想が提案されたとき、米国内も FAO

関係者も懐疑的であったとされる(Shaw、100 頁)。米国には PL480 があり、食

料不足がどこかの地域で起きれば、自国の裁量で大量の食料を供給できる体制

が整っていた。また、多国間の組織は合意の形成や運営が難しく、迅速な行動

も期待しがたい。わざわざ新たな国際組織を作って屋上屋を架す必要はないと

考えるのが自然であった。 

そのため、紆余曲折を経て国連と FAO の共同計画として発足したものの（の

ちに WFP単独となる）、当初認められたのは３年間だけの試験的運用であった。

しかも、２国間援助やマーケットとの重複や競合を避けるためいくつも制約が

あった。例えば、支援対象が緊急食糧援助と学校給食等や Food for Workなど

の小規模な労働集約的開発事業に限られ、また、財源は参加国による任意の食

料現物または資金の拠出であって、３年間で 1億ドルと、安定財源には程遠い

ものであった。 

そうした制約があったにも拘わらず、試行期間中に行った災害被災地や紛争

地難民の緊急食糧支援、学校給食などが評価され、1965 年には国連の正式プロ

グラムの一つとして承認された。その後 1970 年代、80 年代に起きた西サハラ

やエチオピアの飢饉、1990 年代に起きたルワンダ、旧ユーゴスラビアやコソボ
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の紛争などに際し緊急食糧支援を行い、これら地域の人々を飢えの危機から救

うのに尽力している。その貢献が認められ、2020 年には組織としてノーベル平

和賞を授与されるまでになった。今回のウクライナ危機でも重要な役割を果た

している。戦後様々な国連・国際機関が生まれたが、WFP はその数少ない成功

例である。 

 

５）世界食糧危機：1972-748） 

以上みてきたように 1960 年代から 1970 年代の初めまでは、一部の途上国を除

き、主要国の食料供給は潤沢であり、世界全体が供給不足になるという兆候は見

られなかった。世界人口は平均で年２％という高い増加率を記録していたが、世

界の食料生産は技術進歩や開発投資のおかげでそれを上回る率で増加していた。

需給の緩和を反映して穀物の実質国際価格はほぼ一貫して低下傾向にあり、米国

やカナダなどではたびたび生産制限が必要となる状況であった。また先進輸出国

からの穀物援助も高水準にあり、その数量は 1970 年には年間１千万トンを超え

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 主要穀物の実質価格の推移 

単位は実質 2010 US ドル/トン 

出典：世界銀行 Commodity Price Data （The Pinksheet) 
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こうした状況は 1972 年末に突然始まった世界食糧危機で一変する。危機の大

きさを端的に表すのが、主要農産物の実質国際価格の動向である。図１に示すよ

うに世界はこの後も 1990 年代の半ば、2007-08 年、そして今回 2021－22 年と３

度にわたって食料価格の高騰を経験するが、実質価格でみるとこの時の高騰が最

大であったことがわかる。 

1972 年の危機は、いくつもの要因が重なって起きた。はじまりは、戦後それ

までほぼ一貫して増加してきた世界の穀物の生産が、主要国の天候等の影響で

1972 年に前年より約 4100 万トン（3.2％）減少したことである。人口増加率が

年２％あったことを考えると実質で約 6000 万トン以上供給が不足したことにな

る。しかしそれだけでは大きな危機にまで発展するとは限らない。前年は豊作で

あったし、減産で価格が上がれば生産が刺激されて翌年は増産となるのがこれま

での経験であった。しかも減産が最も大きかったのは雑穀であり、小麦やトウモ

ロコシは前年比で 4-500 万トンの減少に過ぎなかった。本当の契機となったのは、

旧ソ連が 1972－73 年にかけて秘密裏に行った 3000 万トンもの穀物輸入である。

これは１か国が短期間に行った輸入としてはこの時点で歴史上最大ともいえる

ものであった。旧ソ連は 1960 年代の生産が振るわず、在庫が底をつきかけてい

た。米国やカナダが直前まで作付け制限を実施中であったことも影響した。 

結果として、穀物輸出国の在庫が急減する。減少が大きかったのは食料貿易と

して最も重要な小麦で、USDA によると、1970 年に 7600 万トン近くあった輸出国

５か国（米国、豪州、カナダ、アルゼンチン、旧ソ連）の期末在庫が、1973 年

は 3800 万トンと、半分以下の水準に落ち込んでしまった（USDA PSD-online）。

トウモロコシも、米国の在庫が 1972‐74 年の間に 1600 万トンも減少した。大豆

は 1970 年代初めの米国の生産は平年並みであったが、カタクチイワシの不漁で

飼料用需要が増大し、在庫が 1973 年までに 500 万トン近く減少した。コメは小

麦やトウモロコシほど生産変動が大きくなかったが、大生産消費国のインドと最

大の輸出国のタイの生産が 1972－73 年にかけて合わせて 500 万トン減少した。

当時の世界全体のコメ貿易量が 800 万トン前後であったから、この落ち込みは大

きな影響を持った。 

この結果、主要農産物の国際価格は 1972 年末から相前後して上がり始め、1973

年の半ばからは一気に上げ足を速めた。1974 年の初めには 1971 年の３－４倍の
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水準にまで達している（図２）。世界の穀物生産の落ち込みが３％程度なのに、

短期間にこれほど価格が急騰したのは、情報の不足と不安に駆られた輸入国の買

い急ぎや投機、そして輸出国等による輸出制限が拍車をかけたことが大きな理由

とみられる。第４次中東戦争と石油輸出国機構による原油価格の４倍の引上げ 

（1973 年 10月）も追い打ちをかけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国では再選を狙うニクソン大統領が飼料価格と畜産物価格の上昇を懸念し

て、1973 年７月に大豆の輸出禁輸に踏み切り、カナダやアルゼンチンも追随、

コメが不作だった輸出国タイも輸出制限を検討するまでになった。コメの価格高

騰が一番突出した形になったのはその影響が大きい。こうした過剰反応ともいう

べき輸出制限はいずれも数か月という短期間で解除されたが、輸入国やマーケッ

トの心理に与える影響は大きかった。日本でも、米国の大豆禁輸をきっかけに国

民の不安が高まり、1975 年８月の安倍・バッツ両農相による大豆や穀物の輸出

約束に向かわせることになる。 

図２ 世界食料危機：価格の急騰 

単位は穀物は名目 US ドル/トン、重油は$/ブッシェル 

出典：世界銀行 Commodity Price Data （The Pinksheet) 
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国際価格の急騰と輸出国在庫の払底、そしてオイルショックは、日本の大豆パ

ニックや狂乱物価に見られるように世界に一時的な混乱をもたらしたが、それで

も、先進国では主要穀物の供給が不足して人々が飢えに直面するという事態は起

きなかった。 

しかし、低開発国の場合は事情が異なる。外貨不足に苦しむ低開発国はますま

す食料輸入が困難になり、肥料価格の高騰は生産者を圧迫、食料小売価格は急上

昇して貧しい消費者家計は手が出なくなった。一方で、先進輸出国は在庫が急減

したため過剰が解消し、余剰分を食料援助に回す余裕がなくなってしまった。食

料輸入も援助も期待できなければ、世界の貧困地域のいたるところで飢饉や暴動

が起きかねない。 

状況の悪化を懸念した FAO のバーマ事務局長は 1973 年２月の記者会見で、世

界的な食料危機到来の可能性を警告する。価格が急騰し危機が現実のものと

なった同年９月には途上国を中心とした非同盟国会議（グループ 77と呼ばれる

ことになる）が FAO と UNCTAD に対し食料に関する緊急会議の招集を要請した。

同月の国連総会では米国のキッシンジャー国務長官が、世界の食料供給は緊急

事態にあるとして、国連の枠組みの下で翌年に世界食糧会議を開催することを

提案し 10月の国連経済社会委員会（ECOSOC）で了承される。 

翌月に開かれた第 17 回 FAO 定期総会では、バーマ事務局長の提案に基づき、

加盟国の共同責任という表現で、「World Food Security」についての初めての

公式の定義というべき表現を含んだ決議が合意される。すなわち、 

「基本食料、特に穀物の世界の供給が、あらゆるときに、着実な食料消費の

拡大を支え、かつ生産および価格の変動を打ち消すのに十分なだけ供給可能

（availability）となっていること」。 

これが翌年の世界食糧会議の共通認識となった。 

 

６）世界食糧会議：その成果と意義 

 世界食糧会議は 1974年 11 月、全世界が注目する中で、130 を超える国の代表

と 40近い国連専門機関や開発銀行、161の NGOの代表を集めてローマで開かれ、

３つの分科会（途上国の食料増産の方策、Food Security強化の方策、国際貿易

と調整の目的・方策）に分かれて 11日間の討議が行われた。Shawの著書が会合
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の準備段階や舞台裏を含めて全体の解説を試みているので、それを参考に会議の

意義と成果をまとめておく。 

 会議の最終目的はもちろん当時の世界食糧危機に対して国際社会や各国がと

るべき行動を検討し決定することであった。議論は準備委員会が用意したペー

パーと提言案に沿って進められたが、世界の政治経済と食料に圧倒的な力を持

つ米国と、CAPの下で統一と自主性を守りたい EC、そして発言力を強めてきた

途上国グループの思惑が交錯した。なお、この段階では国内の食料生産に問題

を抱え国際社会と距離を置く旧ソ連と中国は表面に出ていない。 

様々な議論の末、最終的に一つの全体宣言と、個別対策等に関する 22 項目の

決議が採択された。全体宣言は、飢えと栄養不足の撲滅がすべての国の共通の

目的としたうえで、人々の Well-beingは、食料の適切な生産と分配および、「あ

らゆるときに、時期的な変動や天候のいかんにかかわらず、リーゾナブルな価

格で食料が供給可能になっていることが保証され」かつ、その結果として特に

途上国の発展を促すような World Food Security システムの確立にかかる、と

前年の FAO 総会決議の定義を一部引用している。 

決議の方は、肥料農薬、開発資金、栄養や女性、人口と食料、食料援助、ア

フリカ支援、早期警戒システム、国際貿易、会議のフォローアップなど多岐に

わたり、抽象的なものが多いがそれぞれ様々な提言を行っている。 

この中で、提言が具体的な成果に結びついたものとして特筆されるのは、IFAD

（国際農業開発基金）と「食料農業に関する世界情報・早期警報システム（GIEWS）」

の創設である。IFAD は 1977 年に石油産出国機構と先進国が半々を出資し、農

業農村開発に特化した唯一の国際金融機関として発足した。早期警戒システム

は FAO内の情報集取・広報組織を拡充強化し、加盟国や他機関と連携を緊密化

することで実現した。この２つは現在もアクティブに活動し途上国農村開発と

食料緊急情報提供に貢献している。 

上記２つの具体的成果以外にも、この会議は、途上国の食料や栄養状況が深

刻な状況にあること、食料問題は世界全体の重要な問題であること、解決には

途上国の食料増産、備蓄や外貨の確保、経済社会開発と、開発金融、貿易、投

資面の協力と支援が欠かせないこと、などを国際社会に広く認識させることに

なった。 
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一方で、準備会会議メンバーの提案にあった、世界食糧戦略プラン作成、食

糧援助の拡充、価格変動対策、農産物貿易の安定的発展、そしてそれらの問題

を包括的に管理する機構「World Food Authority」の創設といった事項につい

ては、会議は十分な具体的成果を上げることができなかった。 

備蓄に関しても、国際穀物備蓄（International Grain Reserve）の議論の中

で、最低必要な国際在庫率として全消費量の 17－18％、うち備蓄必要量は５－

６％という試算が示されたことや、国連総会が加盟国に対して際緊急食糧備蓄

(international Emergency Food Reserve、全体目標 50万トン以上)を登録する

よう要請するという動きがあったが、それを保有し実行するのは各国政府にま

かされ、実質的意味を持たなかった（Shaw 153-154 頁）。 

結局ほとんどの決議の実行は、22 番目の決議である会議のフォローアップに

ゆだねられることになった。Shawによると、一番意外だったのは、世界食糧会

議の開催を呼びかけた米国が、備蓄や食糧援助について特段の指導力を発揮し

なかったことである。その背景には、米国の国際的影響力を維持したいキッシ

ンジャー長官と、農業政策に枠をはめられたくないバッツ農務長官の対立があ

り9）、旧ソ連の買付けによる自国在庫の払底と、PL480 の財源がベトナム戦争で

窮屈になっていたという事情があったとされる。このあたりから、世界の食料

供給に対する米国の絶対的影響力が揺るぎ始める。 

 

（３）パラダイムの転換：供給サイドから需要サイドの Food Security へ 

１）世界食料需給の緩和 

 このようにみると、世界食糧会議を含めて 1980 年代までの国際社会の Food 

Security の議論は、米国を中心とした主要輸出国の過剰気味の生産力と政治的

思惑に影響されつつ、天候や政策に左右される供給をどう安定化させ、不足す

る途上国にどう供給するか、ということに集中していたことが分かる。食料増

産も、備蓄も、食糧援助も、すべて広い意味でのマクロの供給者サイドの議論

であり、それらが量的に担保されれば、世界の飢えや栄養不足の問題は解消さ

れるという一種のトリクルダウン神話が暗黙の前提になっていたといっていい。 

 世界食糧会議の後、1970 年代の後半から、世界の食料事情は急速に改善する。

先進国・途上国を問わず、すべての国が食料、特に穀物の重要性を痛感し、増
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産と備蓄拡充に向かったからである。世界の主要穀物の生産は、多少の変動は

あるが、1970 年代半ば以降年平均３－４％で増加し、1980 年代に入ると世界食

糧危機の生産量を３割近くも上回るようになった。 

価格支持や補助金を強化して生産を刺激する政策をとった米国や EC では膨

大な過剰在庫が発生した。両者は共に補助金付き輸出や援助により海外市場で

在庫の解消を図ろうとし、２大巨人による農産物貿易戦争が始まる。この戦い

は、過剰がともに国内農業保護政策の基本的仕組みに起因しており、容易に手

を引けない長い消耗戦となった。一方、アジアでも緑の革命が浸透してコメや

小麦の生産が着実に増加し、インドネシアのようにコメ輸入国でも自給を達成

する国も現れた。中国でも 1978年の生産請負制度の導入によって食料生産が飛

躍的に伸び始める。 

この間、1980 年には旧ソ連のアフガン侵攻に対して米国のカーター政権が食

料を外交的手段に使うという事態が起きた。対ソ穀物禁輸である。しかし、米

国も含め世界の供給が潤沢な中で、完全な失敗に終わった（Paarlberg）。アル

ゼンチンなど一部の輸出国は同調せず、同調した国でも統制が十分でなく迂回

輸出も起き、旧ソ連もウクライナなどで増産を図ったため、当初目的は達成で

きなかった。そればかりか、米国は海外市場の一部を失い、国内では価格が低

迷して生産者の猛反発を招いた。結局対ソ禁輸は１年４か月で終わり、米国は

レーガン政権の下で対ソ穀物長期輸出契約の更新に踏み切る。 

このように世界食糧危機の後は世界の食料需給は大きく緩み、以後 30 年間に

わたって食料の実質国際価格は低下傾向を続ける。低開発途上国にとっては、

穀物が安価で輸入できるようになり、食料援助も得やすくなった。世界食料危

機時とは逆になったわけである。途上国も含め世界的に供給サイドの Food 

Security の環境は格段に改善した。 

 

２）需要サイドの Food Security 

 皮肉なことに、そうなって初めて国際社会は、世界の Food Security は供給

側のリスク減少だけでは改善されず、なお何億という貧しい人たちが栄養不足

や飢えに直面したまま取り残されていることに気付く。 

飢えの根本原因が貧困や開発の遅れにあるという主張は古くからあったが、

－ 44 －



 

それを理論実証の両面から鋭く指摘したのが、のちにノーベル経済学賞を受賞

するＡ.セン（Sen,A.）である。彼はベンガル飢饉（1943）の際に餓死者が出る

一方で穀物が輸出されていたことなどを例に引いて、人々が飢えるのは供給が

足りないからではなく、需要者の側に食料を獲得する手段や資格（entitlement、

所得や資産、農地の権利などを指す）がないからだ、と説いた。 

この見解は、グループ 77 に代表される途上国の発言力の高まりとともに広く

共感を呼び、1983 年には FAO 総会は Food Security の定義を次のように改定す

る。 

「すべての人々が、いかなる時にも、その必要とする基本食料に対し物理的に

も経済的にもアクセスができることが保証されていること」。 

この定義は世界食糧危機の時の定義と２つの点で大きく異なっている。一つ

は、保証の中に「経済的」という言葉と「アクセス」という言葉が加わったこ

とである。それが可能になるためには、需要者側に十分な購買力（センの言葉

で entitlement）があることが必要になる。もう一つは、主語が「すべての人々」

となっていることで、世界や国といったマクロレベルでの供給だけでは十分で

ないことを示唆する。Food Security の概念に、供給側だけでなく、ミクロレ

ベルを含めた需要者側の視点が取り入れられることになった。 

この視点をさらに明確にし、需要者側への移行を決定づけたのは、1986年の

世界銀行レポート「Poverty and Hunger」である。その表紙には次の言葉が書

かれている。 

「世界には食料が溢れている。過去 40年間、世界の食料生産は空前の増加を

した人口を上回って伸びてきた。しかし多くの国の何億という貧しい人々には

その恩恵が届いていない。彼らは、購買力の欠如が主な原因となって Food 

Security の欠如に苦しんでいる」。 

レポートは、さらに、Food Security を脅かすものには、災害や価格高騰、

失職などによって引き起こされる一時的な（transitory）ものと、貧困や社会

格差といった需要者側の構造的な問題によってもたらされる慢性的な

（chronical）なものがあり、供給面での改善が進む中では、途上国にとって後

者がより本質的で重要な問題である、と訴える。また、飢えが究極的には個々

人の問題であり、マクロレベルの食料供給は必要条件の一つではあっても十分
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条件ではないことや、供給のトリクルダウンには社会経済的環境条件の整備が

不可欠であることなども明確にした。 

しかし、それは同時に、国際社会が世界の Food Security の改善に真剣に取

り組もうとすれば、食料増産や備蓄、食糧援助といった比較的わかりやすい供

給面での対策だけでなく、需要面、すなわち貧困と経済社会発展という、食料

農業分野の努力だけでは解決できない多面的で奥の深い問題に取り組まなけれ

ばならないことを意味するものであった。これ以降、Food Security をめぐる

国際社会の議論は、開発援助や人権・社会的公正、環境といった分野にまで領

域を広げて、それら課題に取り組む他の国際機関や政府、NGO の関係者を巻き

込みながら一層多角化・複雑化していくことになる。そしてそれはまた、米国

という超大国の影響力の陰りと東・東南アジア諸国を中心とした途上国の経済

発展と生活水準の向上という世界の大きな時代の流れと軌を一にするもので

あった。  

 

３）世界食糧理事会（World Food Council）の活動と限界 

 世界食糧会議は、勧告を含む 22 の大会決議を採択したが、IFAD の創設と早

期警戒システム以外は具体化が進まず、大部分は会議後のフォローアップにゆ

だねられた。こうした国際会議の決議は、ほとんどの場合、法的拘束力のない

精神規定にとどまり、会議が終わると忘れ去られることが多い。それを防ぐた

め、決議の履行をモニターし、各国や他の国連機関との調整や、必要なら勧告

を行う権限を持つ組織が 1975年に国連 ECOSOC の下に作られた。世界食糧理事

会（WFC）である。FAO ではなく国連の中に作られたのは、決議の内容が多方面

にわたり、WFP、WHO、UNCTAD、世界銀行といった他の専門機関の協力や支援が

不可欠と考えられたからである。 

 WFC は世界食糧会議で事務局長を務めたマレイ（Marei,S）が初代会長に、副

事務局長で USAID や「飢えからの自由基金」のトップを歴任した米国人のハン

ナ（Hanna,A.）が執行責任者兼副会長になるなど強力な陣容で出発した。WFC

は世界食糧会議の決議や約束の中から優先度の高いものを取り上げて毎年レ

ビューし、ECOSOC を通じて国連総会に報告や勧告を行った。勧告の中にはアフ

リカへの集中投資、緊急援助の拡充、途上国の国別食糧戦略プラン作成など、
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重要なものも少なくなかったが、世界の食料需給は急速に緩和に向かったこと

と GATT ウルグアイ・ラウンド交渉が始まったこともあって、国際社会の注目を

ひくことはなかった。また、関係機関との連携・調整も、関係する国際機関は

30 近くもあり（WFC）、それぞれ独自の意思決定体制を持つことから、実質的に

はほとんど機能しなかった。WFC は十分な成果を挙げられないまま 1992 年にそ

の使命を終える。主権国家のゆるい合議体としての専門機関と国連というシス

テムの限界であった。 

 

４）二極化する途上国地域 

以上みてきたように 1980 年代から 2000 年代にかけて世界の Food Security

は供給サイドでは全体として環境が大きく改善した。しかし需要サイドでは顕

著に改善する地域とそうでない地域とに二極分解するようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需要サイドの購買力の指標として途上国地域とその代表的な国の１人当りの

実質 GDP をとってみたのが、表１である。この表からわかるように、サブサハ

ラ地域の人々の所得は向上するどころか、人口の急増と経済の低迷で 1970 年か

ら 2000 年にかけて実質で低下している。対照的なのが東・東南アジア地域で、

実質年率 4.5～7.0％という高い伸びを示し、30 年間で５倍以上に増えた。ただ、

表１ １人当たり GDP と伸び率 

注１）金額は 2015 年固定米ドルで、３年平均である。 

注２）各地域の数値は高所得国（南ア、サウジ、日本等）を除く数値 

出典：世界銀行「世界開発指標」から計算 
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同じアジアでも南アジア地域は低い伸びにとどまっており、2000 年の実額では

まだサブサハラ地域の平均を下回る。ラテンアメリカ地域の数値は初期段階か

ら他地域より高いが、1980 年代の「失われた 10 年」以降は低成長が続いてい

る。 

この表から推察されることは、国だけでなく個々人の Food Security も、途

上国の中で２極分解したであろうということである。FAO は各国の栄養不足人

口（Prevalence of Undernourishment, PoU）を独自推計し、それを Food Security

の代表指標として公表してきているので、確認してみよう10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この推定によれば、途上国の栄養不足人口は 1970 年から 2001 年までの 31

年間に、比率にして 37％から 17％まで、絶対数では１億４千万人近く減少した。

この間に途上国人口は 22億人も増えており、各地で戦闘や災害が起きたことを

考慮すると、これは全体としては素晴らしい成果と言えよう。 

ただし、この成果も地域により大きな差がある。サブサハラ地域では栄養不

足比率が 36％からわずかしか減少せず、総人口が年率にして 2.8％と大きく増

えたため、絶対数では栄養不足人口が１億人も増加した。南アジアは比率では

37％から 22％とかなり減少したが、やはり人口増加率が高かったため、絶対数

表２ 栄養不足人口比率の推移（旧推計） 

注）各地域の数値は高所得国（南ア、サウジ、日本等）を除く数値 

出典：FAO Food Security Indicator 2007 及び SOFI 2005 
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では４千万人近く増加している。対照的なのが東アジアと東南アジアである。

1970 年時点では 39-45％とサブサハラ地域より高かった栄養不足比率は緑の革

命や急速な経済発展を受けて急速に低下し、2000 年代初めにはともに 10％代前

半まで落ちている。総人口が増加したにもかかわらず、栄養不足人口の絶対数

は両地域であわせて約３憶人も減少した。その減少の大部分は総人口の伸び率

が相対的に低く経済成長率が高かった中国と ASEEAN 先行国で起きている。 

このように、長期で見ると経済成長率と栄養不足人口比率との間には明瞭な

逆相関が確認される。世界人口の過半を占めるアジア地域を中心に途上国の経

済成長が加速して栄養不足人口率が低下する中で、国際社会の Food Security

の議論が、貧困や社会経済開発が遅れた地域、特にサブサハラアフリカの問題

に移っていたのは自然なことであろう。 

 

５）持続的開発問題の表面化と長期見通し 

1980 年代から 2000 年代の半ばまでの世界全体の食料栄養状態改善の背景に

は、農業の技術革新が続き食料の生産性が絶えず上昇したことや、世界経済が

新興国の急成長を背景に発展を続け人々の所得が向上したこと、それに伴って

農産物を含む貿易全体も拡大したことなどがあった。 

しかし、その一方で農業生産の増大や経済発展と貿易の拡大は、環境汚染や

資源の限界に対する人々の懸念を誘発することになった。工業や都市部門によ

る水質や大気汚染は先進工業国で 1970 年代から問題化し始めていたが、肥料や

農薬を使う農業も例外ではない。持続的開発という言葉を広めた 1987 年のブル

ントラント報告「我々の共通の未来」は、先進国農業の過剰生産がもたらす資

源の浪費と環境汚染に警告を発しており、また 1992 年にリオで開かれた地球環

境サミットの行動宣言は、食料生産を持続的な方法で増加させ Food Security

を向上させる必要性を訴えている。 

1960 年に 30億人だった世界人口は 2000 年にはその倍の 61億人となり、多

少減速しつつあるものの、途上国を中心に年率で 1.5％前後、人数にして年間

９千万人近く増加していた。その間世界の農耕地面積は全体で 6.8％しか増加

していない。代わって食料の増産を支えたのは単収と灌漑面積の増加であるが、

その代償として化学肥料や農薬、淡水資源の使用量が急速に増加し、環境負荷
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の増大を招くことになった。耕作地当たりの窒素養分換算投入量は同じ期間に

３倍に増え、尿素の使用量は 26 倍にもなっている（FAOSTAT 旧推計）。このま

ま人口増加と経済成長、農業生産の拡大が続けば、「宇宙船地球号」の資源や環

境汚染許容量は限界に突き当たり、いずれは食料生産も頭打ちになるのと心配

する声が出るのも無理もない。 

その不安を巧みに表現して見せたのがワールドウオッチ研究所の L.ブラウ

ンである。かれは 1990 年代に発表した２つの著書「Full House」11）（日本語翻

訳「飢餓の世紀」）と「Who feed China（だれが中国を養うか）」の中で、技術

進歩と投資の拡大にもかかわらず世界の漁獲量が頭打ちになってしまった水産

業を引き合いに、いずれ農業も同じように供給の限界にぶつかると説いた。需

要側でも、高度成長を続ける中国で食肉消費が増大し飼料用穀物需要が急増す

るからいずれ世界の穀物生産が追い付かなくなると訴えた。 

ブラウンは、マルサスの予言が外れた理由が技術革新による農業の生産関数

の上方シフトにあることを認めつつ、その上方シフトの余地が資源や環境の制

約あるいは生物的限界により、早晩頭打ちになると警告した。たまたま 1995－

6 年には不作に見舞われた中国が大量の穀物輸入を行って国際価格が一時上昇

し、ブラウンの予測が現実になるかと注目された。 

しかし反論は多かった。世界銀行のミッチェルは、詳細な需給分析と数理モ

デルによる予測で、ブラウンの予測を「水で一杯になっているコップをカラと

いうようなもの」と表現し、国際社会の努力は貧困と栄養不足が深刻なアフリ

カに集中すべきとした(Mitchel)。国際農業政策研究所も「2020 年の食料農業

環境ビジョン」の中で、自己満足するのは危ういと戒めつつ、世界の Food 

Security はアフリカで悪化、南アジアで現状のままだが、東アジアでは急速に

改善する、中国などでは肥満が問題になるなどといった見通しを示し、ミッチェ

ル同様アフリカなど貧困国の状況改善に傾注するよう勧告している

（IFPRI,1995）。 

少し遅れるが FAO も専門職員などを総動員して中長期の動向分析を行い、

2002 年にその結果を「世界の農業 2015/30」(FAO, 2006)として発表した。その

結論の概要はおおむね上記２つと同じである。その要約は次のように述べてい

る。 
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・近年の農産物生産と単収の伸びの低下は、土地や水資源の不足が原因で

はなく、人口増加率低下と食料消費水準向上の結果として世界の食料需要の

伸びが鈍化したこと、そして、絶対的貧困層の食料需要が市場で顕在化しな

いことの反映である。 

・過去 30 年に年平均 2.2％で伸びてきた世界の農産物需要は今後 30 年は

年 1.5％へと低下する。途上国では、中国の食料需要の増加がピークを過ぎ

たこともあって、年率 3.7％から２％へと低下する。 

・世界の農産物生産は、各国や国際社会が必要な農業振興政策をとれば、

需要に見合うだけ増加できよう。ただ、国や地域レベルでは深刻な問題が起

きており、集中した努力がなされないと状況は一層悪化しよう。 

 

６）旧ソビエト連邦の崩壊とウルグアイ・ラウンド農業協定 

実は、1980後半から 90年代前半にかけて環境サミットのほかに、世界の Food 

Security に影響する大きな出来事が２つあった。ソビエト連邦の崩壊および

GATT ウルグアイ・ラウンドと WTOの発足である。若干補足しておく。 

1989 年のソ連邦の崩壊には様々な政治経済的要因が絡んでいたが、集団農場

の低生産性と低食料価格政策に起因する食料輸入・財政負担の増大もその一つ

であろう。世界食糧危機時の大量輸入は一時的なもので終わらず、1980 年代後

半にはさらに増えて年３－５千万トンもの穀物輸入を恒常的に必要とするよう

になっていた(USDA,PSD online)。ソ連邦崩壊後、財政負担は減ったが、逆ザヤ

の解消で消費者価格が急上昇するとともに、畜産物の輸入が急増し国内の畜産

業は大打撃を受けた（長友）。このため５年もたつと飼料を含めた穀物の国内需

要は急減し崩壊前を８千万トン近くも下回るようになった。一方で穀物生産は

2000 年にかけて徐々に回復したため、需給が逆転し、ロシアとウクライナを恒

常的な農産物輸出国に押し上げることになる。 

結局、ソ連邦の崩壊は、10年ほどの間に国際市場のネットの穀物需要を１億

トン以上も押し下げ、かつ突然の大量輸入による国際市場混乱の可能性を小さ

くすることで、結果として世界全体の Food Security 環境の向上に大きく寄与

する効果を持った。また、それ以上に、東西冷戦を終わらせ戦争という Food 

Security にとっても最大の脅威をいったんは大きく軽減することになった。 
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一方、ウルグアイ・ラウンドは、農業が重要交渉分野となり、輸出国、輸入

国、途上国が激しい攻防を繰り広げた結果、最終的に 19 条からなる農業協定

（Agreement on Agriculture）が成立した。協定は輸入障壁の削減や国内農業

支持の削減、輸出補助金の撤廃等を約束しており、これらが着実に実行されれ

ば、農産物貿易の拡大と国際市場の安定化そして経済成長への寄与を通じて、

間接的・長期的に世界全体の Food Security にプラスの効果をもたらすことが

期待された。 

ただ、農業協定はその前文に「Food Security と環境保護の必要性を含む非

貿易関連事項に留意して」と書いてはあるものの、協定本体にはそれに関連す

る条項はなく、供給サイド、需要サイドを含めて Food Securityへの具体的な

貢献を約束するものにはならなかった。 

特に課題として残ったのは輸出制限に関する部分である。日本や韓国など食

料輸入国は、Food Security の観点から農産物の輸出制限にも厳しい枠をはめ

るべきと主張したが、最終的に協定に盛り込まれたのは、輸入国の懸念に十分

配慮することと、事前通告及び求めがあれば協議することだけであった（WTO

農業協定 12 条）。国民に安価で十分な食料を保証することはどの国の政府に

とっても重要な責務であり、その独立国家としての権利を WTO条約で制限され

ることは、先進輸出国だけでなく、インドや中国など途上国にも受け入れられ

なかったからである。このことは、食料の輸入依存度の高い国にとって Food 

Security の安定性という面で課題を残すことになった。 

 

（４）質の Food Security の登場：世界食料サミット 

ディウフ FAO 事務局長が呼びかけた 1996年の世界食料サミットは、主要国の

閣僚が 40 名以上出席する大きな会議であった。しかし、GATT/WTO と比べ、国

際社会への直接インパクトははるかに小さかった。世界全体の食料供給力には

十分余裕があり、東・東南アジアを中心とした途上国地域では経済成長が加速

するのに伴って、購買力から見た需要側の Food Security 環境も大きく改善し

つつあったからである。会議の主目的は８億人の食料栄養不足の人たちを各国

がどう支援し減らしていくか（FAO 1996）を討議することであったが、８億人

のうち半数以上は成長著しい東・東南アジアとその後を追うインドの人たち
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（SOFI、1999）であり、自国で必要な Food Security 対策を実施してきている

地域であった。このため会議の議論も宣言も 1974 年の世界食糧会議と比べて迫

力を欠いた。実際、採択された「World Food Security に関するローマ宣言」

には抽象的な努力事項が網羅されているだけで具体的な行動へのコミットはほ

とんど含まれていない。 

ただし、その成果の希薄さとは裏腹に、この世界食料サミットは Food 

Security の国際的潮流を変えた大きな歴史的転換点であった。基本的なコンセ

プトを含めいくつかの点で大きな変化を持ち込み、後の Food Security 議論の

方向を明確に示すものとなったからである。 

一つは何といってもこのサミットが行った Food Security の定義の変更であ

る。新しい定義はローマ宣言の行動プランの中で次のように表現されている。 

「Food Security は、すべての人々が、あらゆるときに、活動的で健康な生活

に必要とされる食事ニーズとその好みを満たしてくれるような、十分で安全で

栄養のある食料が、物理的かつ経済的に入手できるとき存在する」。 

これは 1983 年の定義と比べ、物理的・経済的アクセスの保証という点は変わ

らないが、その対象となる食料が「基本食料」から「十分で安全で栄養のある

食料で、なおかつそれが食生活のニーズと好みを満足させるもの」に変わって

いる。 

 この変更は、食料の範囲を広げただけでなく、前回までの Food Security の

定義の背後にあった「hunger、飢え」の位置づけや意味を大きく変えた。すな

わち、Food Security 確保のためには生存に必要な基本食料の供給

（availability）とアクセス（access）だけでなく、食の安全性や栄養、健康

な生活、さらには好みといった利用(utilization)面での要請が常に安定して

（stability）満たされることが必要になった。途上国の人々の生活水準が急速

に向上し、食に対しても要求水準が高くなってきたことの反映である。 

 二つ目は、食料サミットがはっきりと Food Insecurity の主原因は貧困であ

り、さらに紛争や腐敗、環境悪化なども重大な原因となっていると宣言してい

ることである12）。これはＡ.センや世界銀行が指摘した需要サイドの慢性的な

Food Insecurity 対策の重要性を再確認するだけでなく、さらに踏み込んで、

Food Security は多面的(multifaceted)な問題であり、平和への努力や、ガバ

－ 53 －



 

ナンス、経済社会開発、貿易、環境といった幅広い分野での努力が必要だとい

う、当たり前に見えるがしかし重要な点を指摘したものである。実際、宣言の

行動計画には抽象的ながらこうした多方面の問題の存在と対策が列挙されてい

る。その一方で、行動計画には 1974 年の世界食糧会議の決議で多くのスペース

が割かれた食料増産や備蓄への言及はほとんど見られず、持続的農業生産や食

料輸入との効率的な組み合わせが語られているだけになった。直前のＬ.ブラウ

ンの警告にもかかわらず、供給サイドの Food Securityへの国際社会の関心が

著しく低下していることを物語る。 

三つ目は、Food Security の定義の対象となる「すべての人々」の意味をはっ

きりさせ、個人や家族、国、地域、世界など「すべてのレベルの」人々である

とした点である。個人レベルまで降りることで、食の安全、貧困家庭の食の不

足、幼児や妊婦の生育・健康阻害、微量栄養素の不足、宗教や慣習からくる食

の偏りといった身近な問題が課題として浮上することになった。家計

（Household）レベルの Food Security が注目されるようになるのもこの前後か

らである(Maxwell, S. et al.)。欧米や日本などでも、個人レベルではこうし

た様々な Food Security の問題がありうることは、後に述べるギャラップ調査

からも明らかになっている。 

四つ目は、世界の栄養不足人口を 2015 年までに半減しようという目標を掲げ

たことである。この目標は 2000 年の国連のミレニアム開発目標（MDGs）の中の

一つとして取り入れられることになる。ただ、国連の半減目標は栄養不足人口

の絶対数ではなく、全人口に対する比率となっている。目標時点までに人口が

増えるので、国連の半減目標のほうが緩い目標になっている。 

 このように、全ての人々に「飢えからの自由」を保証しようとする国際社会

の Food Security の議論は、この食料サミットを契機として、国レベルの基本

食料の供給といった比較的シンプルな「量の領域」から、貧困削減や持続的経

済開発という多面的な複雑な領域へ、さらにはそれを超えて、「食の利用」に体

現される個々の人々の良好な暮らしや生き方（well-being）といった、広範な、

しかし一層難解な「質の領域」にまでかかわりを持つことになった。 
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３. Food Security の新しい潮流 

21 世紀に入ってからも石油価格の高騰やリーマンショックをはじめとして

世界の Food Security に影響を与える大きな出来事がいくつか起きた。ただ、

まだ帰趨がわからない新型コロナとロシアによるウクライナ侵攻を別とすれば、

今日まで世界全体あるいは多くの地域で食料供給が滞り、飢餓や栄養不足人口

が急増するといったことは起きなかった。世界全体のグローバル化は進み、新

興国だけでなく南アジアなどでも経済のテイクオフが始まって、世界の人々の

平均的生活水準は向上が続いた。21世紀は飢餓の世紀となるどころか、サブサ

ハラなど一部地域を除くと、途上国の１人当たり食料熱量供給水準は先進国の

水準に近づきつつある。「だれが中国を養うか」と心配された中国は世界有数の

経済大国となり、近年は１人当たり食料熱量も食肉の供給量も日本を上回る。

ベジタリアンの多いインドはまだ１人当たり栄養供給水準は世界平均を下回る

が、牛乳・乳製品の消費は増加し、コメはこの 10年ほどの間に世界最大の輸出

国となった。 

 国際社会は、サブサハラを中心とした地域の Food Security 問題に対しては

引き続き基本食料の供給（Availability）と需要面（Access）の改善に着目し

て支援の努力を続けているが、その一方で、近年では、安定性/強靭性

（Stability/resilience）や食の利用（utilization）にスポットを当てた分析

や栄養面に関する指標の公表など、多面的な新しい議論も展開されるように

なった。 

 

（１） ミレニアム・ゴール 

 国際社会の 21 世紀の幕開けを象徴するのが、2000 年の９月に 189 カ国の元

首や首脳を集めて開催された国連ミレニアムサミットとその宣言である。新し

い世紀を迎えるにあたって、グローバル化と経済成長が進展する中でなお人類

が直面する平和、貧困、環境、人権といった問題を見つめなおし、21世紀に向

けて改めてその解決を促そうとするものであった。そこでは、過去の国際会議

の決議等を参考にして８つの分野から成るミレニアム・ゴール（MDGs）が設定
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され、翌年にはモニターの指標として具体的な 21の数値ターゲットが定められ

た。その中で直接 Food Security に関係するのは、極端な貧困（extreme poverty）

と飢餓(hunger)人口の割合を 2015 年までに半減するという第１番目のゴール

のターゲットである。 

 国連は 2015 年になった時点で、これらのターゲットの全体の達成状況をレ

ビューし、報告の形で公表した（UN,2015）。Food Security に直接・間接に関

係する部分を要約すると、 

・貧困：途上国での極端な貧困（１日 1.25ドル以下）人口の割合は 1990 年

の 47％から 2015 年には 14％まで低下し、サブサハラを除くすべての地

域で 2011 年までに目標を達成した。絶対数でも 19億人から８億６千３

百万人まで、半分以下に減った。目標の達成は人口大国の中国とインド

の低下が大きく寄与している。 

・雇用：中間層勤労者（１日当たり４ドル以上）の人口は 25年間で３倍以上

になり、それが途上国の勤労者全体に占める割合は 18％から５割程度ま

で上昇した。不安定な雇用（自営と家族労働）で働く人の割合は、同じ

期間に 71％から 40％まで低下した。しかし、サブサハラとインドではな

お４分の３が不安定雇用である。 

・飢餓：途上国の飢餓人口（栄養不足人口）の割合は 1990-92 年の 23.3％か

ら 2014-16％には 12.9％と、ほぼ半減した。東アジア、東南アジア、ラ

テンアメリカなどは目標を上回った。なかでも中国の飢餓人口減少は途

上国飢餓人口減少全体の８割を占める。一方で、南アジア、サブサハラ、

カリブ地域などでは達成が遅れている。サブサハラの飢餓人口率は 33％

から 23％に低下したが、人口増加率が高いため絶対数では４千４百万人

増加した。 

 MDGsのレビュー報告から見えてくるのは、1990 年代から 2015 年までにかけ

て、グローバル化と経済発展が進む中で、途上国全体の貧困と雇用の状況は大

きく改善し、それと同時に飢餓人口比率もさらに低下したことである。ただ、

それと同時に、途上国間の格差がさらに拡大しつつあることも一層明確となっ

た。今なお貧困と飢餓に苦しむサブサハラ地域と、世界の経済大国に躍り出て

飢餓人口比率が 2.5％以下になった中国の姿はあまりにも対照的である。２億
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人以上という世界最大の飢餓人口数を持つインドでも、近年は経済成長に伴っ

て飢餓人口比率が急速に低下し、絶対数でも減り始めている（SOFI 2022）。 

Food Insecurity 問題を恒常的な食料と購買力の不足という観点だけで見れ

ば、その解決の対象となるのはサブサハラなど特定の地域（hunger spot）の人々

に限られるようになった。MDGsの後継として 2030 年に向かって設定された「持

続可能な開発目標（SDGs）」では､環境分野のウェイトが高まり、貧困や飢餓

(hunger)撲滅の影が相対的に薄くなった感があるのは、そうした事情を反映し

ていよう。 

 

（２）食料国際市場価格の急騰と下落 

 ただ、MDGs 報告は 1990 年代後半から激しい価格変動、景気後退、災害、紛

争などがあちこちで起き、貧困と飢餓の削減目標の達成は決して平たんではな

かったとも記している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 主要穀物価格の乱高下 

単位、出典とも図２に同じ 
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その代表的なものが 2007 年末から 2008 年にかけて起きた国際農産物価格の

異常な乱高下であった。図３に見るように小麦、トウモロコシの価格は 2007

年の末ごろから上昇し始め、2008 年の２－７月にかけて一気に急騰し、前年の

２－３倍となった。その後急落したものの上昇前よりは高い水準で推移し、

2011-2013 には再び上昇している。 

この乱高下の原因は諸説あるが、豪州小麦の不作、重油価格の高騰、米国の

バイオエタノール政策による原料需要の急拡大といった要因に、市場投機と一

部諸国の輸出制限の影響が重なって起きたというのが一般的な見方である。 

コメ価格の乱高下が特に突出しているのは、国際市場の規模が小さいところ

に国内価格への波及を恐れたベトナムやインド、パキスタンなどが輸出制限に

動いたためと、その後生産が順調でそれらの輸出制限が半年から１年で廃止・

緩和されたことによる。同様の乱高下は小麦にも見られた。ロシア、ウクライ

ナ、アルゼンチンなどが 2007 年から 2008 年に輸出規制を行ったが、短期間で

廃止や緩和（FAO,2018）されたからである。 

 この2007-8年の国際農産物市場の混乱は1972-74の世界食料危機と比べると、

石油価格との同時高騰という共通点はあるものの、いくつか大きな違いがある。

一つは供給の減少が原因ではないことである。USDA によれば 2008 年の世界の

穀物生産は前年比で５％近く増加しており、主要輸出国の 2007/8 年の期末在庫

も小麦が 30％近く減ったものの（翌年度は倍増）コメやトウモロコシの在庫は

むしろ増加している。世界食料危機の際には世界の生産が３％も減少し、主要

輸出国の在庫が３－５割も減少したのと比べるとまったく状況が異なっている。 

 ２つ目は、価格高騰の家計への影響がはるかに小さかったとみられることで

ある。その理由は、著しい高騰の期間が半年から１年と食料危機の半分以下で

あったこと、実質価格で見るとピーク時の価格は世界食料危機の価格を３－５

割も下回っていること、中国やインドでは輸出制限や価格管理制度の運用で国

内価格にはほとんど影響しなかったこと、この間に多くの国で実質所得が上

がっていることなどである。FAO は国際価格上昇と栄養不足人口（PoU）の関係

を国別に比較し、アジア主要途上国では政府の政策介入もあって国内価格への

影響はほとんどなく、PoU はむしろ低下したことを確認している（SOFI,2011）。 

３つめは穀物価格高騰の原因の一つが米国や EU のエネルギー・環境政策に
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あったことである。米国によるバイオ燃料への転換促進政策は、主原料となる

トウモロコシに全く新しい需要を生み出し、その需要曲線を 2000 年代半ばから

2012 年までに右側に１億トン近くもシフトさせることになった。トウモロコシ

と小麦の価格が下落後再び上昇し 2011 年以降高止まりした背景には、石油価格

の影響もあるが、米国が「2007 年エネルギー自立・安全保障法」でバイオ燃料

のガソリンへの混合比率（再生可能燃料基準）を 2022 年まで引き上げていくこ

とを決め、それが下支え効果を持ったことも影響していよう。 

2007₋8 年の食料価格の高騰とその後の動きは、サブサハラ地域の食料輸入国

を除き、Food Security への直接的影響という点では決して大きなものではな

かったが、バイオ燃料の登場によって、これまで別々ととらえられていたエネ

ルギーの安全保障と食料の安全保障、さらには環境問題が、市場を通じて間接

的に連動し始めたという意味において、Food Security 問題の更なる広がりの

可能性を示すことになった。 

 

（３）「2030 持続可能開発目標」 

国連は 2015 年９月にミレニアム開発目標の後継目標を決めるためのサミッ

トを開催し、総会で新たに 2030 年を目標年とする 17 分野の「持続可能開発目

標(SDGs)」及びそれに関連する 169 のターゲットを採択した。前の開発目標と

比べ、分野の数は２倍になり、ターゲットの数は８倍に増えて、詳細かつ複雑

になった。 

Food Security に直接関係する分野は、目標１の「あらゆる所ですべての形

態の貧困を終わらせる」（貧困をなくそう）と目標２の「飢餓を終わらせ、Food 

Securityの達成と栄養改善を実現し、持続的農業を推進する」（飢餓をゼロに）

である。ミレニアム目標ではターゲットが「１日 1.25ドル以下の人口比率を半

減する」、「飢餓人口の比率を半減する」だけであったのが、今回はそれに加え

て、多くのターゲットがより詳しく設定された。 

例えば、目標２のターゲットでは、ミレニアム目標では「飢餓人口比率の半

減」であったのが「飢餓を終わらせ、すべての人々、特に貧しい人々や乳幼児

を含む脆弱な立場の人々が、１年を通じて安全かつ栄養のある食料を十分得ら

れるようにする」と、最新の FAO の Food Securityの定義に近い「食の質」に
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関わる表現に変わったほか、５歳未満の子どもの発育阻害の削減や、土地・投

入財・金融サービスおよび遺伝資源の利用機会への平等なアクセスの確保など、

新たに栄養・健康改善や持続的農業の振興に関する７つのターゲットが追加さ

れている。 

また、以上のほかに、目標 12（持続可能な生産消費形態を確保する）では、

食料ロスや収穫後ロスの削減、さらには化学物質を含む廃棄物の大気や土壌へ

の排出削減がターゲットとして盛り込まれており、目標 13（気候変動緊急対策）、

目標 14（持続的海洋資源の保全と利用）と目標 15（陸域生態系の保護など）も、

農業生産や加工消費と間接的なかかわりがありうる表現となっている。 

このようにみると、国際社会の Food Securityの議論は、所得上昇に伴う食

生活やライフスタイルの変化、地球的環境の悪化などを背景に、需要者の購買

力の問題をこえて食の利用や質、持続可能性といった、多くの他の分野とオー

バーラップする複雑な領域へと踏み込むようになった。それを象徴するのがさ

きの MDGsであったが、さらに範囲を広げ、具体化し、進化させたのがこの 2030

年 SDGといえよう。 

 

（４）Food Security 指標の見直し 

１）PoU 

 Food Security は多面的な概念で時代とともに変化していくものであり、そ

れは少数の指標で表せるものではない。ただ他に有効な指標がないこともあり、

1997 年以降は FAO が開発した栄養不足人口（PoU）の推定値が、世界の Food 

Security状況の代表的指標として便宜的にモニター等に使われてきている。 

 PoU は、座って暮らす（sedentary）のに必要とされる最低食料エネルギー

（MDER）を摂取できていない人々を栄養不足人口とみなして、１人当たり食事

エネルギーの供給量（DES/人）、その対数分布の標準偏差（CV）、および MDER

という３つのパラメータを用いて供給の面から推計される。用いられるデータ

は、FAO統計局が作成する食料バランスシート（FBS）と国連人口局の人口統計、

各国の家計調査や健康栄養統計等である。 

 この推定については実態を十分反映していないとの指摘が以前からあった。

MDERは過酷な労働に従事する途上国貧困層の必要量を考慮していない、流通過
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程のロスを無視している、2007－8 年のような急激な価格高騰や政策対応の影

響は反映されがたい、といった批判である。FAO は推計手法やデータを大幅に

見直し、2011 年の SOFI 報告から、新手法を過去にさかのぼって適用するよう

になった。主な修正点は、最新の人口推計の使用、流通段階でのロスの考慮、

MDERの改定などである。 

その結果、新手法では 1990－92 年の世界の PoU 人口が１億５千万人も上方修

正され、逆に 2008-2010 年ではわずかだが下方修正されることになった。この

修正はミレニアム・ゴール指標達成に大きな意味を持った。旧手法では飢餓人

口が 1990 年代の半ば以降増加傾向を示すのに対し、新手法では全体として減少

傾向を示し、目標達成に向かっていることを示したからである。 

 

２）FIES（食料インセキュリティ経験尺度） 

 しかし、この改正後数年しかたたないうちに Food Security 指標にはもっと

大きな転換を必要とする事態が生じた。前節で述べた新しい持続的開発目標

（SDGs）である。この新目標は PoU 以外に栄養・健康改善を含め Food Security

に直接・間接に関係する数多くの事項をターゲットとして設定している。それ

らをモニターできるようにするためには、具体的な数値指標やその計測方法が

整備されなければならない。幸い、栄養・健康面の指標に関しては WHO と UNICEF

に統計やノウハウの蓄積があり、連携を強化することで何とか対応ができる。

実際 SOFIは 2017 年から SOFSN（State of Food Security and Nutrition）と

名称を変更し、FAO や WFP、IFADだけでなく WHO や UNICEF も加え共同で出版さ

れるようになっている。 

問題は、SDGsターゲットにある「１年を通じて安全かつ栄養がある十分な食

料が得られること」という抽象的表現をどう数値化するかである。従来の PoU

だけでは対応できないことは明白であった。 

 検討の末出された結論は、世界の人々に直接経験を聞くということであった。

具体的には、過去１年間に自分または家族が Food insecurityに直面した経験

があるかを８項目の質問（表３）で尋ね、主題分析（Thematic Analysis）等に

より国別の回答結果を１つのスケールに数値化したうえで、さらに国際標準ス

ケールに変換して比較可能な指標 FIES（Food Insecurity Experience Scale）
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にするという方法である（FAO SOFSN 2017）。調査はギャラップ世界世論調査社

を通じて 150 か国、15 万人以上に対するインタビューで行われた。この指標が

採用されたのは、多面的な概念を１つの連続した数量に変換していること、計

測値が、PoU のような原因指標でも身体測定数値のような結果指標でもなく、

直接 hunger のアクセス面の経験を表す指標となっていること、しっかりした組

織により共通の基準で行われたこと、そして、貧困等他の開発指標との整合性

が統計的に確認されたことなどによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIES の結果は連続した値をとるが、SOFSN 報告では、一定値以上を重度

（severe）、軽度(moderate)に分け、それぞれ該当する％と人数を国別に公表し

ている。重度は、表３の「過去１年間にお金などの欠如で１日中食べないで過

ごした」にほぼ該当し、軽度は「とるべきと思う量より少なく食べた」に該当

すると説明されている。最新の推計（2019－21 年）によると、世界の重度の

Insecurity 人口は８億３千万人、軽度の人口は 21 億９千万人となっている。

重度の人口は５年前より、２億５千万人も増えた。これは新型コロナや景気停

滞の影響であろう。ただ、PoU の同じ年の飢餓人口推定値は７億人と１億人以

上少なく、かつ５年前より８千万人減っている。こうした違いが出るのは、PoU

の推定が統計等の遅れで最新の状況が反映されがたい一方、FIES の調査データ

は 直近の事情は反映するものの、主観が入るので Food Insecurity の状態を過

大評価しがち、ということにあるのかもしれない。いずれにせよ新しい試みで

あり今後の改良が期待される。 

表３ 食料インセキュリティ経験スケール調査（FIESS)の質問票 

注）2014 年ギャラップ世界世論調査社の現地個人調査のもの 

出典：Global Food Security Index 2021 
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３）栄養関連指標 

SDGs は栄養・健康に関するターゲットとして子どもや若年女子、妊婦、高齢

者の栄養改善などを求めている。SOFSN はその指標として５歳以下の子供の発

育不良、やせすぎ、女性の貧血、出産時の低体重などを採用している。これら

は食料熱量やタンパク質、微量栄養素の不足から起きるので、Food Security の

結果指標として妥当なものである。ただ、注目されるのは、それと同時に５歳

以下の子供の体重過多と成人の肥満も指標に含まれていることである。肥満は

多くの成人病と関係が深いとされるからであろうが、食料熱量の不足だけでな

く過剰も Food insecure の一つと見なされるようになった。2021 年の SOFSN に

よれば、2016 年の世界の肥満者総数は６億７千万人にも達し、高所得国だけで

なく、中所得国にも４億人、低所得国でも２千万人近くいると推定されている。

驚くことにこれらの数は、2018－20 年の栄養不足人口とあまり変わらない。世

界の肥満人口は中所得国で急増しているので、新型コロナとウクライナ危機が

収束すればそのうち両者が逆転する可能性が高い。 

 

（５）Food Security の安定性と強靭性 

こうして、世界の Food Security の３つの側面（availability、access、

utilization）については大きな進展があったことがいろんな指標や分析から確

認できる。また、安定性（stability）についても、情報だけは確実に伝わるよ

うになった。例えば、自然災害や紛争などによる一時的な食料不足や飢餓の情

報は、情報通信機器や国際ネットワークの発達のおかげで、定期的に、場合に

よっては月単位・週単位で入手できるようになった。FAO の世界情報早期警報

システム（GIEWS）、WFP の食料危機世界報告（GRFC）、世界銀行の Food Security 

Update などはその例である。 

ただ、安定性そのものの改善については国際社会でもまだ十分な議論が尽く

されているとは言えない。不安定性をもたらす内外の脅威やショックの大きさ、

長さ、頻度、性質が様々であるうえ、それが実際に人々の Food Security の安

定性をどの程度損ねるかどうかは、それらショックに対する需要者側の強靭性

（resilience）いかんにかかるからである。強靭性は所得や貯蓄、消費者の食
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料消費行動、国農業の生産構造や農業政策、投入財の供給能力、さらには貿易・

外交政策や政治経済体制など実に様々な要因が絡むので判断は容易ではない。

2021 年の FAO の世界農業白書（SOFA）がモデルを使って強靭性の分析を試みて

いるが、学究的研究の域を出ていない。 

興味深い試みとしてはロンドン・エコノミストグループが発表する Global 

Food Security Indexがある(Economist)。これは世界中の113の国についてFood 

Security を構成する Affordability, Availability, Quality and Safety, そ

して、Natural resource and Resilience（自然資源および強靭性）の４つの要

因に関する 70種類以上のデータを集め、それをスコアに換算してウェイト付け

し、要因ごと及び総合のランキング付けをしたものである 13）(Economist 

Impact)。 

一般的に言えば、国内政治経済が安定しているほど、所得や貯蓄が高いほど、

農業生産力と安定性・多様性が高いほど、供給インフラがしっかりしているほ

ど、そして多くの仲間や取引相手を持つほど、国や家計の Food Security は安

定で外的脅威やショックに強いはずである。国際食料価格の異常な高騰に対し

ては、外貨保有や輸出収入が多ければ十分対応できるし、輸入の減少や国内の

不作に対しても国内の農業生産力や多様性が高ければ影響が緩和できる。また

多くの同盟国や貿易相手国を持っていれば、緊急時の支援や輸入で持ちこたえ

ることも可能であろう。その意味で、米国や豪州、EUのみならず、日本もラン

キング上位にあり途上国に比べると、国際市場価格の高騰や貿易の混乱、国内

の生産の不作といった比較的短期の脅威やショックに対しては相応の強靭さを

持っているとされる。 

逆に、そうでない食料輸入低所得途上国は、干ばつなどの災害や紛争に見舞

われることが多いうえ、国内のインフラも政府組織も弱体な場合が多いので、

国際食料・エネルギー価格の急騰、食料輸出国の輸出制限などのショックに大

変もろいということになる。実際、食料の不足が懸念されるとして GIEWS の警

報が出されるのはほとんどが、サブサハラの国である。例えば、1996-2010 の

15年間に GIEWS で自然災害、人為的災害が報告された 24か国のうち北朝鮮、

アフガニスタン、タジクスタン、イラク、ハイチ、を除く 19か国がアフリカに

あり、しかも、その大半が 10回以上警報の対象となっている（SOFI,2010）。当
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然ながら西側先進国はこうした対象にはなったことはない。 

４．新型コロナ・パンデミックとウクライナ侵攻 

このように、世界の Food Security の環境と議論は供給面からますます遠ざ

かる傾向が続き、世界食糧危機の際のショックや危機感は過去のものになりつ

つあった。そこに冷水を浴びせたのが 2020 年から広がった新型コロナのパンデ

ミックと 2022 年２月に始まったロシアによるウクライナ侵攻である。この２つ

とも、供給サイドの脅威やリスクが時に顕在化して Food Security を脅かすこ

とがあることを示すものであった。前者は、世界各国の食料の生産から消費ま

でサプライチェーン全体を混乱させ、後者は物理的にあるいは価格高騰を通じ

て穀物およびエネルギーや肥料の輸入国の Food Security を脅かすと懸念され

た。どちらも現時点（2022 年 11 月）でまだ危機が続いており、しかも両者が

重なっているのでその最終的なインパクトは予想がしがたいが、いくつかの国

際機関が暫定的な分析を行っているので、簡単に触れておこう。 

 

（１）新型コロナの影響 

 OECD は 2020 年の半ばまでの観察では、加盟国の食料システムの強靭性は高

く、新型コロナの影響は限定的としている（OECD,2020）。供給サイドでは労働

力特に外国人を含む季節労働者の移動が制限されたために野菜や果実など労働

集約的な部門に一部影響が出ているが、他の農業生産部門や貿易には大きな影

響は出ていないこと、また需要側では、外食産業用の食料需要が落ち込んだが

家庭用需要がそれを補っていることなどを理由として挙げている。これは日本

の状況とも共通する。先進国ではワクチンの接種や医療体制の強化、政府も様々

な財政支援を行っているので、経済や雇用への影響は限られていることや、新

型コロナの影響による国際価格の上昇は比較的穏やかであったことが根底にあ

る。 

一方、途上国を念頭に置く FAO は、世界中で新型コロナによる失業や移動制

限が貧困層の収入を直撃し、物価上昇と相まって Food Security が脅かされて

いるとし、2020 年は世界の栄養不足人口が前年より約１億人以上も増え、単年
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度としては過去最高の増加となったと推定している（SOFSN,2021、2022）。この

推定には相当の幅を持たせてあるが、2021 年もなお増加しており、途上国に

とって新型コロナの Food Securityへの影響が貧困層の購買力の減少と価格上

昇による家計の圧迫という形で最も強く表れたのは確かであろう。 

途上国での食料サプライチェーンへのインパクトについては、国際食料政策

研究所が国別事例や独自のモデル分析を含めた報告を出している（IFPRI,2022）。

要約は難しいが、インパクトは国により職業により異なる、特にワクチンの接

種状況、政府による経済的支援が大きな意味を持つ、食料生産サイドへの影響

は景気後退の影響を受ける需要サイドより小さい、流通販売部門では品目の変

更やｅ－コマースの利用などの工夫で対応したことなどが報告されている。期

間が短ければ途上国の農村社会も流通部門も一定程度の強靭性を持っていたと

みられる。 

 

（２）ウクライナ侵攻の影響 

現在も進行中のウクライナ侵攻の Food Securityへの影響についても世界の

主要国 際 機 関 を 含む様々な組織が現状把握や 分 析 を試みて い る

（FAO,OECD,IFPRI,WB）。ただ、現時点ではあまりに不確定要素が大きく、推測

の域を出ない。その元になるのは、基本的には両国及び貿易相手国の穀物と油

糧種子の貿易統計と現地生産輸送情報であり、これに黒海沿岸の港の封鎖とロ

シアへの経済制裁の影響をどう見るかの判断が加わるという点ではどの報告も

あまり変わらない。すなわち、 

① ロシアとウクライナは最近数年間では世界の小麦輸出の約３割、トウモ

ロコシと雑穀の輸出の２割前後、ヒマワリ油の輸出では７割を占めてお

り、価格を含め国際貿易に相当な影響を与える。特にこれら品目の輸入

依存度の高い国は影響が大きい。 

② 小麦の自給率が低く、かつ両国からの小麦の輸入依存度が高いのは、北

アフリカと中東の諸国で、サブサハラ諸国が続く。これらの国では食料

供給に深刻な影響がありうる。 

③ 特に、ウクライナからの小麦輸入依存率が高いレバノン、エジプト、リ

ビア、カタール、チュニジアなどは海上封鎖が長引くと食料危機に直面
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する。 

④ ロシアは、世界トップクラスの化石燃料の輸出国（天然ガス 1 位、石油

２位）であるとともに肥料の輸出国（尿素１位、燐肥料２位）であるた

め、その国際市場への影響は大きい。原油や肥料の国際価格の高騰が続

くと外貨の乏しい途上国と農民を追い込むことになる。 

⑤ また、間接的にはエネルギーや食料価格の上昇と対ロシア貿易制裁の影

響で世界景気が低迷することを通じて、貧困世帯、特に途上国の不安定

な就業形態の世帯を、収入・支出の両面から一層 Food Insecure にしつ

つある。 

 現在、最も充実した幅広い情報を提供し続けているのは世界銀行による「Food 

Security Update」である。自身がもつ広い国際ネットワークを活用して情報を

集め、要約・分析し、数週間・数か月おきに主要農産物や投入財の価格、生産、

貿易等の状況と見通しを公表している。特に有用なのは、世界の主要農産物や

肥料・石油など投入財の直近の市場価格や貿易量、途上国の食料小売価格、黒

海沿岸港からの穀物等積み出しと目的地の情報、そして、主要国の食料事情で

ある。 

 これだけの情報がほぼリアルタイムで利用可能になることで、少なくとも、

今世界中で起きていることの把握は容易になりつつある。それらをもとに、い

くつかのシナリオを想定し、様々な仮定を置いてモデルでシミュレーションを

することはできる。しかし、それだけで世界の Food Security の行方がわかる

わけではない。現在の混乱をもたらしている軍事大国ロシアの行動は予測不能

で、かつ国際社会全体の security というもっと根本的な問題を左右するもの

だからである。ロシアや世界が軍事・外交・経済面で選択するであろうコース

は無限にあり、それを的確に予測し、その中から食料への影響を取り出して考

察するのは極めて難しい。Food Security の議論が戦争といった人為的な脅威

と絡むとなかなか収斂しない理由の一つはここにある。 

 

（３）国際社会の反応をどう見るか 

本稿の冒頭で国際社会のリーダーたちが相次いで World Food Security に関

する懸念の表明と行動の呼びかけを行ったことを述べた。しかし、それらの議
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論や宣言をよく読んでみると、その対象は世界全体というより、主に低所得途

上国の貧困層を念頭に置いたものであり、SDGs を踏まえたものであることがわ

かる。 

それを端的に表しているのが、2022 年６月末に開催されたＧ７サミットの宣

言である。宣言は、「現在世界の３億２千３百万の人々が深刻な Food Insecure

状態にある、これらは、紛争、新型コロナ、生物多様性喪失、気候変動など多

くの危機が重なった結果である、ロシアの暴挙はその飢えの危機を劇的に悪化

させ、世界の食料生産・サプライチェーンを混乱させ、食料や肥料の価格を高

騰させた、我々は、2030 年までに５億人の人々を飢えと栄養不足から解放する

という SDG の目標を再確認する」、と述べている。 

また、それに対処するための行動として、世界銀行を幹事とする「Food 

Security のための地球的連合」を立ち上げるとともに、飢えと栄養不足に最も

苦しむ人たちのために総額 140 億ドルの拠出、ウクライナの食料増産と輸出を

可能にする努力、開かれた国際貿易体制の堅持、持続的農業生産への投資など

を行うとしている。 

ここにはウクライナを除き先進国のFood Securityへの言及はほとんどない。

しかし、地理的にも経済的にもロシアやウクライナと関係の深い EUの反応はど

うであろうか。EU の議会調査機関によると EU は主要な農畜産物は概ね自給で

きており、ひまわり油といった特殊な産品を除いて現在の所 availability につ

いては問題がない、生産面ではカリ肥料の 59％、31％の窒素肥料（原料が天然

ガス）をベラルーシとロシアからの輸入に頼っているので、混乱すると影響を

受けやすい、Affordability については、新型コロナの影響を受けて 2020 年に

１日おきにしか肉または魚を買えていなかった人々（EU人口の 8.6％）の状況

が悪化しよう、などとしている 

 また EU委員会のホームページは（11 月中旬）、緊急対策として EU委員会及

び加盟国が、セットアサイドの一時停止や生産者への補助金増額、貧困家庭へ

の財政支援を行うほか、ウクライナの穀物輸出促進のための支援やアフリカ諸

国等の Food Security のための財政支援（80 憶ユーロ、2020-24）を決めたこ

とを伝えている。こうした動きからは、物価や肥料・燃料面の影響はあるが、

域内に食料不足が問題になるような深刻な影響は出ていないことが伺える。こ
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の事情は他の先進国でもあまり変わらず、食料の availability にはほとんど影

響は出ていない。ただ、食料の消費者価格は欧州諸国をはじめほとんどの先進

国で春ごろから上昇率が高くなり９月には対前年比で軒並み 10％を超えるよ

うになった（Food Security Update 2022 年 11 月）。これは、食料価格だけで

なくエネルギーや輸送費、人件費の上昇の影響が大きいとみられる。もともと

平均所得が高いうえ、価格上昇の影響を受けた生産者や貧困世帯には政府の財

政支援が実施・予定されているので、食料を購入できなくなるという極端なケー

スは少ないと思われるが、今後の動きは注意が必要である。 

５．世界の潮流と日本の食料安全保障：まとめに代えて 

今回、再度世界の Food Security の潮流を大きな流れとして振り返ってみて

改めて気づいたことがいくつかある。   

一つは、最近 30-40 年間における途上国の Availability と Access 面の急速

な改善である。サブサハラなどを除くと今や途上国の 1人当り食料熱量供給量

は日本と遜色がない。1 人当りの GDP も着実に伸びてきた。平均で見れば世界

の人々の食生活ははるかに豊かに、多様になりつつある。支えたのは投資と技

術革新による農業の生産性向上である。最近の国際社会の Food security議論

は拡散気味で焦点が定まらないという気がしていたが、こうした背景を考えて

みれば、その関心が utilization に移り、さらには sustainability に移るのは

自然なことであろう。 

二つ目は、世界の Food security の問題の裏側に、常に先進国の過剰問題が

絡んでいたことである。西側先進国では戦前から食料の過剰が発生していたが、

1960 年以降は常態化し、生産抑制や転換が農業政策の重要課題になった。そう

した下では、まれにしか Food Security は国際社会から注目されない。また、

過剰のはけ口としての援助や補助金付き輸出は、良い方向に働くと第２次大戦

後の食料援助のように、飢えの解消や経済発展に役立つ。しかし多くの場合、

援助側の国内事情が優先し、国際マーケットを混乱させる。途上国は一時的に

恩恵を受けるが、食料の対外依存度が増し長期的な Food Security の改善を妨

げる。 
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三つめは、Food Security の安定性に対しては国連や国際機関では限界があ

るということである。自国の利害が最優先するため、世界的備蓄や商品協定は

十分機能しなかったし、輸入制限の一般的禁止をうたう WTO も加盟国が行う輸

出制限は禁止できていない。国際的枠組みに信頼がおけないとなれば、中国や

インドといった大国のように自国の仕組みを維持強化するか、EUや ASEAN のよ

うに地域共同体の集団的安全保障に期待することになる。 

四つめは、なぜか、いつもロシア（旧ソ連）が世界の Food security に大き

な攪乱を引き起こしていることである。世界食糧危機の際の極秘裏の大量買い

付け、ソ連崩壊後の 1億トンに及ぶ穀物需要の減少、そして今回のウクライナ

侵攻による食料危機である。社会主義専制国家の予測しがたい行動が、世界の

Food Security にとって最も大きな脅威かもしれない。 

 

さて、そうした目で眺めると、日本の食料安全保障政策やその議論はどう映

るであろうか。 

まずはっきりしているのは、前回拙稿でも述べたように、日本の政策や議論

が供給サイドの議論に偏っていることである。国民の所得水準も外貨獲得能力

も高いので、需要サイドの Food Security に関心が薄く、その議論は、常に海

外からの食料供給が困難になったらどうするかに集中する。世界の政治・軍事

情勢に不確定要因が多いことを考えると、確かに「食料自給率」が 40％にも満

たないのは心配である。ただ、多くの議論はそこで止まり、輸入の多角化と国

内増産による食料自給率向上を唱えて終わる。途上国の飢えや持続的開発の問

題は日本の食料安全保障の議論ではわきに置かれたままである。 

次はその供給サイドの議論でもいくつか大事な点の検討が抜け落ちているこ

とである。本稿の主題ではないので中身の議論には入らないが、項目だけ挙げ

ると、国家総合安全保障との関係、食料自給率の意義、国内農業や食料サプラ

イチェーンの強靭性、費用対効果などである。また、農水省などを別とすれば、

外的脅威やリスクの検討もおろそかな場合が多い。 

その中でも最も欠けているのは、中長期的な日本の対外的戦略の議論かもし

れない。この数十年の世界の動きを見ると、多くの国が多国間による集団的あ

るいは共同での食料安全保障強化の方向に向かってきたことがわかる。その典
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型的な例が EUである。その原動力が安全保障の強化と規模の経済の追求であり、

要の役割を果たしたのが共通農業政策であった(佐々木)。結果から見ると、EU

の農業は過剰や財政問題を引き起こしつつも生産性を確実に上昇させ、集団的

食料安全保障の強化に成功したといって良い。今回のウクライナ侵攻と黒海の

港の封鎖に際しても、隣国の戦争という異常事態でありながら食料の確保とい

う点では動揺は見られない。長らく中立を保ってきたスェーデンやフィンラン

ドが今年５月に EUの加盟を申請し、今またモルドバ、ジョージア、そしてウク

ライナまで申請を始めた理由の一つもここにあろう。 

また、欧州からずいぶん遅れてはいるが、東南アジアでも 2015 年に ASEAN

共同体が発足し、農産物を含め徐々に経済統合を進めている。域内にタイやベ

トナムというコメ輸出国を待つので、過去にその不足を経験したインドネシア

やフィリピンも Food Security の安定強化に役立っていると思われる。 

南アジアや東アジアでは歴史や宗教、国家体制の違いなどからこうした経済

共同体の動きは見られないが、中国とインドは食料生産・消費ではそれ自体が

規模として EUや ASEAN に匹敵するほど大きく、かつ独自の食料安全保障の仕組

みを国内に確立している。両国とも基本食料については自給を建前としており、

貿易も直接間接に国家のコントロールの下にある。日米欧中心のロシア制裁に

は加わっておらず、肥料やトウモロコシなどをロシアとウクライナから輸入し

てきている14)。中国は今回のロシア侵攻を機に自給体制引き締めを強化する動

きを見せている（金森）。 

このようにみると、日本の食料安全保障の議論は、今後どのような対外的国

家戦略をとるかをはっきりさせる時期に来ているように思われる。近隣アジア

諸国との集団的食料安全保障は可能なのか、日米安全保障条約の傘の下で食料

安全保障もその一部と考えていいのか、それとも別の選択肢がありうるのか、

それらの課題は何かなど、検討すべきことは多い。 

 

ここで締めくくりを兼ねて、原稿執筆中に感じた事を順不同でいくつか述べ

ておこう。 

まず今回、食料の安全保障を支えてくれるのは自国民や政府だけではないと

いうことである。これまでの世界の動きを見ると、本当に食料不足を含め緊急
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事態が起きた場合、国際社会が様々な手を差し伸べてくれている。日本の例で

いえば、戦後の食糧難を救ったのは、過剰処理という側面はあったにせよ、直

前まで敵国だった米国であった。東日本大震災の際は最貧国とされる国からも

多くの支援の手が届いた。外国と友好関係を保ち ODA などを通じて国外にでき

るだけ多くの友人を持つことや WFP に出資することも大事な食料安全保障政策

である。 

また、FAO や世銀が常に指摘しているように、世界の中で Food Insecure と

される人々のほとんどは現在または過去に紛争に巻き込まれた人たちである。

ウクライナでの戦闘とその被害を受ける人たちを見ているとそれを実感する。

先進国ですら戦争に巻き込まれれば Food Insecure になる。平和は食料安全保

障にとって最も必要な条件である。その意味でもロシアによるウクライナ侵攻

の罪は重い。 

統計データからは長期で見た人類のしたたかさと適応力を感じた。前世紀の

半ばから世界の人口は３倍以上に増え、その間戦争や大規模災害、経済ショッ

クなど様々な厄難に遭遇したが、世界の食料生産は人口の伸びを上回って増加

し、平均で見ると人々の栄養状態も食生活も著しく改善した。いまや、世界の

肥満人口が栄養不足人口を上回る勢いである。Food Security の意味も指標も

変わりつつある。その意味では次の Food Security の主要課題は平和や持続可

能性に移っていくのかもしれない。 

ただ、だからといって、将来を楽観するのは禁物である。冒頭にも書いたが

食料はそれがないと数か月で命に関わるから短期の変動が大きければ深刻な結

果を招く。最近のパキスタンの大洪水に見られるように異常気象がすでに頻発

している。日本にとっても、短期・中期の食料ショックに耐えうる resilient

な食料サプライチェーンをどう構築し維持しておくかという重い課題が残って

いよう。また、長期では、農業従事者の高齢化と不足で国内の食料生産能力が

低下する一方、円安の定着や外貨の減少で食料の輸入力や外国人農業労働者を

引き付ける力が落ちるリスクは少なくない。今後の日本の食料安全保障を根本

から揺るがすものがあるとすれば、一時的な農産物価格高騰や一部食品の輸入

困難ではなく、戦争に巻き込まれることと、そして、日本の活力の衰退による

農業生産力と購買力の長期低下ではないだろうか。 
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最後に、本稿では国内の議論には触れなかったが、既に多くの関係者や研究

者が日本の食料安全保障について冷静な分析と判断をされている。例えば、農

水省が今年（2022 年）の６月に出した「食料の安定供給に関するリスク検証」

は、論点が方法論とともに大変よく整理され、取り上げたリスクの種類や広さ

と細かさといい、その検証、評価といい、立派な資料である。また、昨年７月

の「緊急事態食料安全保障指針」も論点とリスク・レベル別の対応が分かりや

すく説明してあり、説得力がある。海外の事情では、農中総研の平澤氏とワン・

ウェイ氏、農林水産政策研究所の長友氏、中村学園の株田氏などがやはり冷静

で内容のある分析をされている。ほかにもたくさん良い研究があった。本稿は

そうした方たちの知見に負うところも大きい。心から感謝したい。 

注 

 

１）Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance（GCRG） 

２）『農業と経済』臨時増刊号、2007 

３）こうした考えは「総合安全保障」と呼ばれる（衞藤・松本） 

４）「hunger」という英語が「飢餓」と訳されることも多いが、飢え死にに近い状態を想起

するので、本稿ではできる限り「飢え」と訳した。 

５）合国の極東委員会は米国の食料支援の目的が日本の飢餓(starvation)と病気の蔓延及び

社会不安を防ぐのが目的であるとしている（USDS Foreign Relations of the United 

States, 1946. The Far East Volume VIII (1946) 349 頁）。 

６）何をもって「過剰」と見なすかについて絶対的基準や尺度があるわけではない。価格が

安ければ、あるいは輸出や援助に向ければ、在庫も減少する。要は価格や政策次第とい

うことになる。EC でも、生産者と行政側でしばしば論争になった。欧州委員会は 1977

年に議会の質問に答える形で、過剰とは「通常の市場状況の下で、国際協定上の約束を

考慮して、農産物の供給が需要を上回る状況」と定義したが、これとて通常の市場とは

何かなどあいまいなままである（ローズマリー・フェネル）。結局過剰かどうかは、市

場価格が下がり続けたり、在庫が積みあがり続けたり、財政負担が増え続けたりすると

いった状況から判断するしかないのであろう。 

７）Food Balance Sheet 旧統計 

８）世界食糧会議の詳細については国連の会議報告（UN,1975）や国際食糧農業協会の資料、

および Shaw の著書によった。 

９）２人とも会議の米国代表団中心メンバーであった 

10）なお推計方法は何度か改定されており、この表２は 2007 年以前の旧推計のものである。

一番最近のものとは数値が若干異なるが、大まかなトレンドを見るには十分であろう。 
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11）Full house という表題は、開発途上国の人たちが先進国の人たちと同じ食生活をしよう

としても、地球という家はもう満員ですよ、という意味である。 

12）実は、1943 年に FAOの創設のために開かれた国連の総会の宣言の中に、「栄養不良と飢

えの第 1の原因は貧困である」、という表現がある（Shaw, p4）。 

13）自然資源と強靭性については災害や水、土壌に関する指標のほか、食料の輸入依存率、

人口増加率など 18の指標がスコア合成に使われている。ちなみに全体の総合順位では

日本は Availability のスコアが高いことが効いて、６位と高い評価となっている。 

14）中国は 2021 年ウクライナからトウモロコシ 820万トン、ロシアからカリ肥料 230万ト

ンを、インドは窒素肥料（100万トン）とカリ肥料（2020 年は 80万トン）をロシアや

ウクライナから輸入している。 
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中国の農民合作社の動向と企業形態 

－改革開放政策開始から現在までの変遷と課題－ 
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２）現在の農民合作社の位置付け 

７．終わりに－中国農民合作社の今後の課題－ 

 

１．はじめに－問題意識と研究課題－ 

 中国の農業・農村政策において、農民合作社に関する政策は常に重要な地位

を占めてきた。1950 年代の初級農業合作社の設立に始まり、高級農業合作社、

人民公社へと発展していく過程は、まさに農村政策における合作社政策の重要

性を示すものであろう。 

 ところが、1978 年の改革開放政策の開始後、市場経済が農村にも導入される

に及んで中国農村の合作社政策は大きく転換する。 

 改革開放政策開始前の合作社政策は、社会主義計画経済を前提として、農民

を計画経済に組み込むために農民の組織化を図ることを主たる目的として行わ

れた。合作社は農民の組織化を図るためには最も適した組織であった。全ての

農民を合作社（人民公社）に参加させ、生産大隊や生産隊の構成員として割り
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振ったのである。そうした中で、一部の農民は、工場労働者として動員された。

農業生産は、統一経営の下で、生産効率は悪かったものの、計画的に行われた。 

 ところが、改革開放政策開始後はこうした事情が一変する。計画経済は実施

されなくなり、人民公社は改革開放政策開始から一定期間経過した後に消滅す

る。一方で市場化政策がはじまり、合作社政策も市場経済に対応した政策が求

められることとなった。 

 それでは改革開放政策開始後、中国農村ではどのような農民合作社が出現し、

それぞれどのような性格、態様を有し、また、どのような政策的位置付けが与

えられたのだろうか。そして、中国農村の農民合作社は現在どのような状況に

あるのだろうか。 

 農民合作社の性格、態様の特色を検討するために、本稿では主として農民合

作社の企業形態に着目する。企業形態とは、一般に企業と会員（社員）の間の

権利義務の態様（所有、支配、経営等の態様）またはその類型を言う。株式会

社、合名会社といった類型も企業形態の一つである。 

本稿の研究課題は、まず、そうした企業形態を分析、明確化することによっ

て、それぞれの農民合作社の組織としての性格を明らかにすることである。そ

の上で、中国の農民合作社が農村で果たしている役割や位置付け等を明らかに

し、今後の課題を洞察、展望する。 

 ところで、本稿で農民合作社とは、農家または農民を主要な会員（社員）と

して経済活動を行う組織としておきたい。合作社である以上、複数の個人が参

加して一定の経済活動を行うものではあろうが、中国の農民合作社の組織の形

態には多様なものがある。必ずしも日本で言うような協同組合組織には限られ

ない。農民合作社の企業形態の分析や、その分類が求められるのはこのためで

もある。 

２．改革開放政策開始後の中国農民合作社 

１）改革開放政策開始直後の中国農民合作社 

 1978 年の改革開放政策開始時に、中国農村に存在していた農民合作社は人民

公社、供銷合作社および農村信用合作社（以下「農村信用社」という。）の３種
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の組織であった。この後、1984 年１号文件1）で、農民合作社についての今後の

基本的方向ないし考え方が示されるが、その時に対象とされた農民合作社は地

区性合作経済組織、供銷合作社、農村信用社および専業合作組織2）の４種とな

った。 

人民公社がなくなり、一方で地区性合作経済組織および専業合作組織が加わ

り、また、供銷合作社および農村信用社はそのまま存続している。 

そこで、ここでは、改革開放政策開始直後に中国農民合作社の組織にどのよ

うな変化が起こったのか、その経緯を見ておくこととしたい。 

（1）人民公社から地区性合作経済組織へ 

 人民公社は農村の基層組織として行政機能と経済機能を一体的に有する政社

合一の組織であった。このうち、経済機能は、人民公社内の生産隊が行う農業

の統一経営を基盤としていた。ところが、改革開放政策開始後に全国に普及し

た農家請負経営は、生産隊による統一経営を否定して個々の農家を経営単位と

するものであり、人民公社の経済機能を弱化または消失させることとなった。 

 このため、人民公社の行政機能と経済機能を分離させることが適当と考えら

れ、行政機能については、1981 年ごろから一定の行政区域を管轄する機関とし

て従来の人民公社に変えて郷政府が設置されるようになった。こうした現実の

情勢に対応して 1983年 10月 12日に中共中央・国務院から改めて「政社分離を

実施して郷政府を樹立することに関する通知」が発出され、郷政府の設置の徹

底が図られることとなった。 

 この結果、人民公社の解体作業は 1985 年に終了し、同年には全国で 72,153

（うち鎮数3）は 7,956）の郷鎮が成立した。人民公社の生産大隊すなわち村レ

ベルでは 940,617 の村民委員会が設置された4）。また、生産隊は一般的に村民

小組に改組された。 

 一方で、人民公社の解体が進展する中で、従来の基本採算単位であった生産

隊の機能が喪失したことから、農機具、施設等の集団財産の管理が適正に行わ

れなくなり、集団財産の散逸等の弊害が生じるようになった。このため、あら

ためて経済機能に関する組織の整備が求められることとなったのである。 

こうした事情を受けて、1983年１号文件では、従来の生産隊に替えて新たな

形態での集団経済組織を整備する必要があることが明示された。同文件では「土
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地経営を良く行うためにこの種の地区性の合作経済組織は必要である。その名

称、規模および管理機構の設置は群衆が民主的に決定する。従来の公社および

非基本採算単位の大隊は、これを解消するかまたは経済連合組織として存続さ

せるものとし、具体的な状況に応じて群衆と協議して定める。」と規定されてい

る。 

すなわち、ここで、経済機能に関する組織に関して、集団財産の管理等を的

確に行うため、生産隊または基本採算単位であった大隊を基礎として地区性合

作経済組織を設立すること、公社または非基本採算単位の大隊を基礎とする集

団経済組織の設立の必要はないが、設立する場合は経済連合組織とすることと

いう基本的方針が示されることとなったのである。ただし、地区性合作経済組

織の具体的な役割等については 1984 年１号文件の規定を待つこととなる。なお、

地区性合作経済組織は、一般的に、社区（村民小組等）と言われる地区をその

範囲とするので、社区経済組織と言われることもある。 

（2）供銷合作社の所有制の改革 

 供銷合作社は、新中国成立後、私営商業に対する社会主義改造が行われる中

で、農産物の販売、消費物資の購入等の必要な商業活動を行うために概ね１つ

の郷に１社ずつ置かれるようになったものであり、もともとは農民の出資によ

って形成された集団所有の組織であった。組織は、中央に全国供銷合作総社を

置き、原則として省、県、郷の各レベルに相応の供銷合作社を置く系統組織を

なしている。 

 この後、供銷合作社の所有制については、その時々の政治的変動を背景とし

て、全人民所有制5）とされたり、また集団所有制に戻されたりと変動するが、

1965 年に全人民所有制への再移行が行われ、この体制が 1978 年の改革開放政

策の開始まで継続する。 

 全人民所有制では一定の手続きを経て加入する社員という概念がなくなるた

め、社員大会は制度的に存在せず、開催もされない。理事、監事等の供銷合作

社幹部の選任は任命制によって行われた。また、社員の出資金については、1969

年までは各社員の出資金が形式的であれ保留されていたが、1970 年にはその保

留が解消され、国家資金に繰り入れられることとなった。なお、全人民所有制

なので、供銷合作社の従業員は国家従業員としての扱いを受けた。 
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 このように、1978 年の改革開放政策開始時は、既に、供銷合作社は一般の農

民にとって、組織的には自己とは関係がない疎遠な存在であった。 

 改革開放政策開始後、全国供銷合作総社を中心として、供銷合作社の集団所

有制の回復の是非を含め、供銷合作社の所有制のあり方についての議論が活発

に行われるようになった。各種の議論、検討経緯等をもとに、供銷合作社の現

状も踏まえつつ、基層供銷社の所有制の問題について一応の決着をつけ、今後

の方向を示したものが 1982年１号文件であった。 

 同文件では、供銷合作社は、「組織上の群衆性、管理上の民主性、経営上の弾

力性を回復し、強化する」ものとし、「基層供銷合作社は合作商業の性質を回復

する」ことを明記した。その上で、基層供銷合作社について、「経営利潤は株金

および農副産物販売数量に応じて配当し、民主管理を実行し、供銷合作社の経

営活動を農民の経済利益と連動させる」ものと規定して、基層供銷合作社は協

同組合原則に則った協同組合としての方向をめざすことを明確にした。 

 また、同文件では、県級供銷合作社についても、「県級供銷合作社は基層供銷

合作社の連合社とする」と規定され、集団所有制の組織として扱われることと

なった。ただし、もともと国家従業員として供銷合作社に所属している者に対

する待遇は一切変わらないこととされた。 

 一方、市（地区）6）級以上の供銷合作社の所有制については言及がなく、全

人民所有制が維持されている。 

（3）農村信用社の組織の二重性 

 農村信用社は、1920 年代において、疲弊窮乏していた中国農村の救済対策の

一環として中国華洋義賑救災総会等の慈善団体を中心に設立が推進されるよう

になった。 

その後、国民党の北伐終了後は、国民党政府によって農村信用社の設立が積

極的に進められたが、合作社制度に対する農民の不理解もあって、ほとんど定

着するところとはならなかった。ちょうど同時期には日本では産業組合が全国

的に普及し、定着していたこととは対照的である。 

 新中国成立後は農村の信用合作組織として農村信用社のほか、供銷合作社信

用部（供銷合作社の中に信用事業を行う部門を付設したもの）、信用互助組（20

～30戸の農民が集まり、信用互助のための規約を定めて組を結成したもの）と
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いった組織が設立されるが、中共の指導によってこれらは農村信用社に一律に

一元化され、1955 年には概ね１つの郷に１つの農村信用社が設立されるという

状況となった。農村信用社の設立は、こうしてそれぞれの地域の現状を無視し

て一律に進められたため、経営困難に陥る農村信用社も多かったが、基本的に

１郷１農村信用社という状況はその後変わらなかった。 

 また、農村信用社は、農民の資金需要に対応するために設立された集団所有7）

の組織であるが、1955 年ごろからは人民銀行への再預金が行われるようになり、

人民銀行8）の基層組織として位置付けられることとなった。農村信用社は、人

民銀行の傘下機関としてその支配に服し、農村での貯蓄受入窓口として農村資

金を吸収して都市に移転する役割を果たしたのである。こうした農村信用社が

農民の集団所有の組織であり、人民銀行の基層組織でもあるという組織の二重

性は改革開放政策開始後も継続した。 

 改革開放後の 1979 年５月５日に、中共中央弁公庁が回付した中国人民銀行党

組「農村人民公社工作条例（試行草案）」修正建議では、「農村信用合作社は集

団金融組織であり、また農業銀行の基層機構でもあって、農村金融の各種業務

を担い、国家金融部門の職権任務を執行する」と規定され、農村信用社の組織

の二重性があらためて確認されている。ここで人民銀行でなく農業銀行の基層

組織とされているのは、一時期廃止されていた農業銀行が 1979 年 2 月に再建さ

れ、人民銀行の一部業務を承継したためである。 

同条例では、「信用社の業務経営、財務会計および従業員管理は中国農業銀

行が指導し、国家の統一の金融政策を執行し、資金活動は国家の貸付計画に含

め、・・・従業員の政治生活待遇（支給食糧、賃金、福利、退職等を含む。）は

農業銀行の従業員と一致させる」と規定し、集団金融組織としての側面よりも、

農業銀行の基層組織としての一体的運用に重点を置いたものとなっている。 

農村信用社の貸付業務の制限緩和（「差額引受」9）の実施）等の業務面での改

革は一部で見られたものの、農村信用社の所有制に関する改革はすぐには起こ

らなかったのである。 

（4）専業合作組織の登場 

 中国で専業合作組織という新しい形態の農民合作組織が形成されることとな

ったのは、改革開放後、農家請負経営によって各農家が個別に農業経営を行う
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ようになり、生産の自由が確保されることとなったことを背景としている。意

欲ある農家は所得増加をめざして共同して新しい農業生産技術の導入や新作物

の生産にも取り組むようになったのである。 

 農産物流通も改革開放以前は統一買付統一販売が基本とされていたが、改革

開放政策の実施とともに農産物流通に関する規制が緩和され、農家が生産した

農産物を直接に農産物市場に持ち込めるようになった。 

 しかしながら、新作物の生産等に関する個別の農家の技術等にはもとより不

十分な点が多く、農産物流通を含めた各種の情報収集にも個別の農家には困難

が多かった。 

 専業合作組織は、主として、個別の農家では対応が困難なこれらの問題を克

服するために組織されるようになったものである。 

 したがって、専業合作組織は、行政的必要性から設置されるようになった地

区性合作経済組織や、人民公社期以前からやはり一定の行政的役割を持って存

続している供銷合作社および農村信用社とは異なり、改革開放後の農家生産、

経営を補完し発展させるために、主として農家の側の必要性から生じてきたも

のと言うことが可能である。 

 専業合作組織は多様な形態をとるが、最初の農民専業技術協会は、1970 年代

末に設立された安徽省天長県の農民科学種田技術協会であるとされる10）。この

ように初期の専業合作組織では、農家の需要に対応して、主として専業技術協

会の形態をとることが多かった。 

 専業技術協会は、その後、各地で多数設立されるようになり、そうした中で

徐々に情報収集、資金、農業資材、販売等に関する業務を行う専業合作組織も

形成されるようになった。 

 

２）1984 年１号文件とその後の農民合作社の動向 

（1）1984 年１号文件における各農民合作社の位置付け 

 中国農村は 1983年には農家請負経営が全国的に普及し、従来の生産隊による

農業経営に替えて、個々の農家による農業経営の体制へと移行した。農業生産

は自由化され、農産物流通も規制が緩和され、市場経済への移行が徐々に本格

化しようとしていた。このため、市場化に向けた対応の中で、農民合作社がそ
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れぞれの特質を活かし、相応の役割を果たすことが期待されるようになった。 

 1984 年１号文件はこうした事情を背景として発出されたものである。同文件

の主たる目的は、「生産責任制を安定させ、改善するという基礎の上に、生産力

水準を高め、流通の円滑化を図り、商品生産を発展させる」（同文件の二）と規

定され、農家請負経営に基づく農家の自主的生産活動を基本として市場経済に

よって農村の活性化を図ろうとする意図を明確に示すものとなっている。そし

て、同文件は、農家の土地請負期間を 15 年以上とすることを明記し（同文件の

三の（一））、農家請負経営の安定化を図りつつ、各種農村組織のあり方を規定

した。 

すなわち、同文件は、農家請負経営による個別経営成立後において、市場化

を通じた農村経済発展のために、社区経済組織、供銷合作社、農村信用社およ

び専業合作組織の性格と基本的方向性を整理して規定したものとなっている。 

 それでは、同文件はこれらの農民合作社をどのように位置付けたのだろうか。 

 社区経済組織については、「統一経営および分散経営の相互結合的体制を完全

化するため、一般には土地公有を基礎とする地区性の合作組織を設置する」（同

文件の三の（五））とされ、あらためて設置目的が示されている。ここで、統一

経営とは、農民集団である社区による土地の統一的管理等のことであり、分散

経営とは農家請負経営による個別経営のことである。この当時、農家請負経営

が「生産力の解放および商品生産の発展をもたらした」（同文件の二）ものであ

ることは既に広く認識されており、農家請負経営の安定化を図るために、社区

経済組織による適正な土地管理やその他の支援が不可欠と考えられた。 

すなわち、社区経済組織は、単に集団財産の管理を行っているのではなく、

その集団としての各種活動を通じて、農家請負経営の安定化に寄与することが

求められたのである。 

 社区経済組織は、「第一に土地管理および請負契約管理を適正に行い、その次

に水利施設および農業機械の管理、植物保護・防疫の実施、科学技術の普及、

農田水利基本建設およびその他の生産前生産後サービスの実施を行うものとす

る」（同文件の四の（四））とされ、農家が共同で利用する施設の整備等のサー

ビスを逐次拡大していくことが求められた。 

これらの業務には公益性が強く、行政業務としての性格を有するものが多い。
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このように、農民合作社の中で、社区経済組織は、農家の生産活動の条件や環

境を整備する公的組織としての位置付けが与えられているのである。 

 供銷合作社および農村信用社は、ともに所有制等の企業形態の改革を進め、

協同組合としての発展をめざす方向が示された。 

 供銷合作社については、前述のとおり 1982年１号文件において協同組合原則

に則った協同組合として改革を進めることとされていたが、1984 年１号文件に

おいて、改めて「体制改革を深化させ、真に農民群衆の集団所有の合作商業と

ならねばならない」（同文件の四の（二））と規定され、その方向が確認されて

いる。 

 農村信用社は、それまで所有制改革についての方針が明確ではなかったが、

1984 年１号文件では、供銷合作社と同様に、「改革を実施し、真に群集性の合

作金融組織とならねばならない」（同文件の四の（三））との規定が置かれた。 

 すなわち、供銷合作社および農村信用社は、それぞれが組織改革を実施して

協同組合組織に転換し、農家の協同組合として農村での商品流通および金融を

担っていくことが期待されたのである。 

 ところで、1984 年１号文件での供銷合作社および農村信用社は、商品流通や

金融事業の社会主義改造を推し進めた 1950 年代のときのように、国家権力を背

景として他の経済主体よりも優越的・指導的な地位が与えられているものでは

ないことに十分な留意が必要である。 

すなわち、供銷合作社および農村信用社は市場における経済主体としては農

家や個別業者等の他の経済主体と対等の法的地位しか与えられていない。例え

ば供銷合作社について言えば、市場流通が自由化された商品においては、供銷

合作社も他の経済主体と市場では対等の競争関係に立っているのであり、農家

が供銷合作社を利用するかどうかはまさに市場での競争において決まるという

ことである。このことは、農村金融市場における農村信用社も同様である。 

 このように、1984 年１号文件では、当時の中国農村が、商品経済の発展によ

って市場の経済主体が多様化しつつある事態に対応し、またそうした方向を促

進しようとするものとなっていることが改めて確認できよう。 

 専業合作組織は、社区経済組織、供銷合作社および農村信用社とは異なり、

非地区性で多様な形態・規模の柔軟な組織として位置付けられている。1984 年
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１号文件では、専業合作組織に関して、「農民は、地区の制限を受けずに、異な

る形式の、異なる規模の各種専業合作経済組織に自主的に参加し、または自主

的にこれらを組織することができる。」（同文件の三の（五））との規定が置かれ

ている。市場経済の進展という農村経済の新たな情勢に対応して、柔軟に組織

化ができ、また運用も柔軟に行える専業合作組織が、既存組織では対応が不十

分な分野を補うことが期待されているのである。 

 1984 年１号文件の各農民合作社の位置付けとめざすべき方向は上述のとお

りであるが、それでは各農民合作社は農業共同化において具体的にそれぞれが

どのような共同化機能を有することが期待されているのだろうか。表１はその

ことを改めて整理したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農業の共同化は一般的に流通過程の共同化と生産過程の共同化に分けること

ができるが、ここではさらに流通過程を「品種、技術」、「購買」、「販売、加工」、

「信用」に、生産過程を「労働」、「機械」、「土地」に分けている。 

 供銷合作社および農村信用社は、日本の農業協同組合と同様、流通過程の共

同化を担い、「購買」、「販売、加工」は供銷合作社が、「信用」は農村信用社が

分担する。 

表１ 1984 年１号文件がめざす農民合作社の農業共同化 

資料：1984 年 1 号文件により筆者作成 

注．表中の〇は実施、△は一部で実施、×は実施していないことを表す。 
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 社区経済組織は、農民集団の組織として「土地」を所有し、その全体的な管

理、利用調整を行っている。 

 専業合作組織は、多くは「品種、技術」での共同のために設立が進んだもの

であるが、「販売、加工」等においても共同化の進展が期待されている。 

 表２は、1984 年１号文件がめざしている各農民合作社の今後の組織のあり方

ないし企業形態を整理したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社区経済組織はすなわち農民集団の組織であり、経営は集団幹部が当たる。

破産した場合の責任は想定されず、事実上行政機能の一部を担う行政経済組織

である。 

 供銷合作社および農村信用社は従来の全人民所有の組織を改めて企業形態と

しては協同組合がめざされている。そのため、所有、支配の主体は農民であり、

責任も有限責任である。経営には一定の実務の知識を有する従来の幹部が当た

ることが想定される。農村信用社は、実質的には農業銀行の指導下にあること

から、ここでは支配の主体に農業銀行を加えてある。 

 専業合作組織は農民によって組織され、運営されるが、その組織の形態は多

様であり、その向かうべき方向性は特定されていない。 

（2）1984 年１号文件後の農民合作社の現実の動向 

 1984 年１号文件で、各農民合作社が向かうべき今後の方向ないしはあるべき

企業形態が示されたが、現実には必ずしもそうした期待どおりには進まなかっ

た。社区経済組織は一定の役割を維持し、専業合作組織は相応の発展を遂げた

が、供銷合作社と農村信用社は協同組合へと改組することができず、かえって

表２ 1984 年１号文件がめざす農民合作社の企業形態 

資料：1984 年 1 号文件により筆者作成
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農民合作社としての性格を実質的に喪失し、公的商業機関または公的金融機関

として存続することとなったのである。ここでは、供銷合作社と農村信用社に

関するそれらの経緯について説明しておくこととしたい。 

 

ア 供銷合作社 

 改革開放後、それまで農村の商品流通において独占的な地位を有してきた供

銷合作社をめぐる事情は大きく変化した。1985 年頃になると中国農村の商品流

通は「一改二放三発展」と言われる情勢に移行した。「一改」とは統一買付・割

当買付制度が契約買付制度へと改められたことである。食糧等の政府による買

付は強制ではなく契約に基づき行われることとなり、市場での販売も認められ

るようになった。「二放」とは農産物の価格が少数の品目で契約買付が行われる

以外は原則として自由化されたことである。「三発展」とは農村での商品生産ま

たは商品交換が発展したことである11）。 

 こうした農村での商業活動の規制緩和、農産物流通の自由化といった情勢に

対応して供銷合作社の業務の効率化を図るために、ほとんどの基層供銷社で実

施されたのが経営責任制であった。経営責任制とは、基層供銷社の傘下の販売

店等の経営を従業員が請け負い、従業員がそれぞれの販売店等の経営について

責任を負うという方式である。従業員の労働意欲を喚起し、それぞれの販売店

等の採算性の向上をめざしたものである。 

 ところが、こうした対応にかかわらず、基層供銷社の経営は改善しなかった。

農村市場の自由化、発展とともに、多数の個人販売業者等が農村での商業活動

に参入するとともに、農業技術普及機関等の各種事業団体もそれぞれの事業に

関係した農業生産資材等の購入販売を行うようになり、多数の販売業者、各種

農業事業団体等との競争が激化したのである。 

基層供銷社の販売店等は市場での十分な競争力を持ち得ず、取扱量が落ちて

基層供銷社の経営が悪化するとともに、農村の商品流通での供銷合作社の扱う

量の比率は激減した。 

 表３は、北京市における供銷合作社の農産物の買付比率を見たものである。 

 1978 年には 90％近くあった買付比率が、1993 年には生体豚と卵で１％を切

り、乾果も 30％未満に落ち込んでいる。こうした状況の中で、基層供銷社の県
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級供銷社への吸収が進み、基層供銷社が存在しなくなった地域が増加した。協

同組合組織への転換がめざされた供銷合作社は、そもそも基層供銷社が減少し

て一県一社という状況が普通となり、そうした目標の実現は困難となった。供

銷合作社は、企業形態という観点から見ると、政府の支援を受けつつ特定の公

司等を通じて一定の商業・生産活動に従事する公的商業機関のままにとどまる

こととなり、農民合作社としての性格を消失させていったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 農村信用社 

 中国の農村金融については、1996 年 8 月 22 日に国務院から「農村金融体制

改革に関する決定」が発出され、その後の農村金融体制の枠組が示された。そ

れによれば、農村金融は合作金融、商業性金融、政策性金融によって構成し、

合作金融は農村信用社が、商業性金融は農業銀行が、政策性金融は農業発展銀

行が担う。そして、その際に、農業銀行と農村信用社の指導従属関係は解消し、

農村信用社は合作性を回復して協同組合化の方向に向かうことが改めて確認さ

れた。 

 ところが、同決定の発出にもかかわらず、農村信用社の協同組合化に向けた

取組はほとんど進まなかった。その主要な要因としては、①農村信用社による

農家への貸付はごくわずかなものにとどまったこと、②多くの農村信用社の経

営が悪化し、統廃合が必要とされるようになったこと、が挙げられよう。 

 表４は北京市の農村信用社の預貸残高を見たものである。 

表３ 農産物生産量と供銷合作社買付量の推移（北京市） 

注：1.比率は供銷合作社買付量の生産量に占める比率。 

2.卵の生産量は鶏卵で、買付量は生鮮卵である。 

資料：中国農業全書編集部（1999）『中国農業全書・北京巻』中国農業出版社 p.146､160、 

北京市地方志編纂委員会（2003）『北京志・商業巻・供銷合作社商業志』北京出版社 p.85。 
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 同表で集団とは、人民公社期は人民公社、生産大隊、生産隊であったが、人

民公社廃止後は郷鎮、村等の集団経済組織である。 

 預金残高について、改革開放後の個人の経済活動の拡大を反映して、1985 年

から集団よりも個人の預金額が多くなり、1995 年の預金残高では集団がおよそ

３分の１、個人が３分の２を占めている。 

 ここで特徴的なのが貸付残高の内訳であり、次の２つのことが確認できる。 

 １つは、農家への貸付残高が個人の預金残高と比較して著しく少ないことで

ある。若干増加した 1995 年の農家の貸付残高は農家が行う商業活動への貸付を

含んだ額である。農家は、農業金融のために農村信用社をほとんど利用してい

ないことがわかろう。農家が農村信用社を利用しない理由としては、農村信用

社の貸付条件が必ずしも良くなく手続きが煩雑で時間がかかること、農村信用

社のほうでも担保のない農家への貸付は慎重となること等が考えられる。 

 ２つは、郷鎮企業への貸付残高が圧倒的に大きな比率を占めることであり、

1995 年には貸付残高の８割を超えている。ここで注意を要するのが、郷鎮企業

には個人が経営するものもあるが、事業規模からすれば集団経営の郷鎮企業が

大きな割合を占めることである。すなわち、郷鎮企業への融資のほとんどは集

表４   農村信用社の預貸残高の推移（北京市） 

資料：中国農業全書編集部（1999）『中国農業全書・北京巻』中国農業出版社、p.73、74。 

注：１．預貸率(B/A)および郷鎮企業への貸付の貸付残高に占める比率(C/B)は筆者計算 

２．原資料の小数点以下になっている部分は四捨五入して表記した。 

３．内訳額を足し合わせたものが残高総額と一致しない年度があるが、理由は不明。 

４．1995 年の農家貸付の欄は、商業貸付額を含めた額である。  

単位：万元、〔％〕 
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団経営の郷鎮企業になされているものと考えられるのであり、農村信用社とい

う集団所有の組織が、同じく集団所有の組織である郷鎮企業に貸付を行ってい

るのである。 

こうした言わば集団内金融は、本来は利益相反関係にある貸付者と借受者を

一体化させるものであり、資金の健全な運用にとって好ましいものではなく、

えてして不正の温床となる。1990 年代半ば以降、多数の郷鎮企業が経営不振に

陥り、その整理が進められる状況となったため、郷鎮企業への貸付の相当部分

が不良債権化したものと考えられる。 

以上のように、農家への農業貸付は低調であり、経営的にも困難な状況に陥

った農村信用社の新たな形での組織再編は必至の状況であった。 

2000 年ごろから、多くの省で、省クラスに省農村信用連社を置き、県クラス

に農村商業銀行を置き、その下に郷鎮クラスの分支行を置くといった形での農

村金融組織の再編成が進められていくようになった。地域差はあるものの、多

くの地域で農村信用社は協同組合となることなく、まったく新たな形での公的

農村金融機関として存続し、現在では農民合作社としての性格は名称にその名

残をとどめるだけになっているのである。 

３．農民専業合作社法の成立 

１）専業合作組織の共同化機能と類型 

 

 供銷合作社および農村信用社が協同組合として期待された役割を十分に果た

せず、農民合作社としての性格を喪失させていく中で、市場ニーズ等に対応し

つつ多様な形で設立され、今後の農村経済振興の上で重要な役割を果たすもの

として注目されるようになったのが専業合作組織である。 

 専業合作組織の設立の経緯には、供銷合作社の支援唱導によるもの、郷鎮政

府農業部門の指導によるもの、専門大規模農家の発意によるもの、竜頭企業に

よって組織されたもの等、いろいろなものがあるが、基本的に農家に対して新

たな品種・技術の導入・指導、農業資材の提供、販路の確保等のサービス業務

を行うという点では共通している。 
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また、専業合作組織の形態または名称にも、専業技術協会、専業協会、専業

合作社等、各種のものがあった。 

農民専業合作社法の成立する直前の 2004 年には、中国の専業合作組織数は

約15万となり、専業合作組織への参加者数は2363万人で全国農家総数の9.8％

を占めた。これらの専業合作組織のうち、耕種農業の生産経営に関するものが

40％、畜産養殖業に関するものが 27％、加工運輸業に関するものが 18％、その

他が 15％である12）。 

このように、専業合作組織は、耕種業に限らず、畜産や加工流通等の幅広い

分野で設立されるようになっていたが、それでは専業合作組織はどのような共

同化機能を担っていたのだろうか。2006 年に成立した農民専業合作社法は、そ

の当時の専業合作組織の状況を踏まえて制定されているので、同法の規定の内

容、性格を理解するためには当時の専業合作組織の共同化機能の実態を認識し

ておくことが必要であろう。 

ただし、専業合作組織の分類には、設立主導者による分類（民間自発発生型、

政府牽引型等に分類）、業務内容による分類（技術普及交流型、生産供給販売型

等に分類）等の各種のものがあるが、これらの分類方法では必ずしも中国の専

業合作組織の共同化機能の実態を明確に示すことができない。 

そこで、ここでは、筆者が 2004 年から 2005 年にかけて実施した 11 の事例

調査13）（調査結果の具体的な分析・考察については、参考文献３（以下「河原

2007合作組織考察」という。）を参照していただきたい。）の結果を基に、専業

合作組織には共同化の態様において中国の農産物市場の動向等に対応した独自

のものがあったことを見ておくこととしたい。 

調査を実施した専業合作組織の共同化の態様は表５に掲げるとおりである。

ここでは、主として販売のための共同活動の態様に着目して、「相対型」、「買取

型」および「代理型」の３類型に分類している。なお、同表の類型中の事例数

は、調査した 11事例のうち、その類型に該当する事例数である。 

「相対型」は、農家の農産物の販売に関して専業合作組織が経済行為を行う

ことなく、販売業者の紹介等、相対での農産物売買の取引の場の提供を行う方

式をとる類型である。 
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この「相対型」では、農家とともにその生産物を買い上げる仲買業者がとも

に専業合作組織の会員となる。そして専業合作組織は倉庫等の施設を利用して

会員である農家と仲買業者に取引の場を提供するのである。このときに専業合

作組織が他地域での取引価格等の市場情報を提供することもあるが、取引は農

家と仲買業者の間で相対で行われる。 

また、「相対型」の専業合作組織は、肥料、農薬等を販売する生産資材業者

を会員とし、農家と生産資材業者に取引の場を提供することも行っている。こ

の場合は農家が買い手となるが、このときに農家が共同して生産資材業者と取

引をすることにより、購入価格を安くする等、規模の利益が見られることもあ

る。 

いずれにしても、「相対型」の主たる共同化機能は、卸売市場がないために

欠落している取引の場を提供し、本来なら市場を通じて得られるべき情報を提

供する市場補完機能である。「相対型」は中国の農村経済の発展状況を反映して

比較的多く見られるものであり、調査した 11事例のうち４事例が「相対型」に

該当する。 

ただし、「相対型」は専業合作組織が農家のために共同販売等の経済行為を

行おうとするものではなく、企業形態としては利害の相反する者を会員として

含む公益的な社団であり、協同組合原則に基づく協同組合とはほど遠い存在で

ある。 

「買取型」は専業合作組織自ら、または加工企業等が、農家が生産した農産

表５ 専業合作組織の農業共同化機能 

資料：河原 2007 合作組織考察から一部修正して転載 
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物を買い取り、加工販売を行う方式をとる類型である。 

 「買取型」には、①専業合作組織が農家と農産物の買取を行う加工企業（通

常は１～２社）をともに会員としているケース、②農家だけを会員とする専業

合作組織が独占的に農産物を買い取って自ら加工・販売活動を行うケース、③

加工企業が農家を会員とする専業合作組織を自ら作り、当該専業合作組織を通

じて農産物を買い取る場合の３つのケースがある。 

 ①のケースの場合、会員同士間の取引という面では「相対型」と共通する面

があるが、「買取型」の場合は農産物を買い取る加工企業があらかじめ特定され、

加工企業によるインテグレーションが形成されている面で異なる。 

 また、「買取型」では、いずれのケースにおいても、加工企業の加工の規格に

合わせるために、会員農家に品種の選択や栽培方法等について一定の技術指導

が行われることが多い。 

 そして、③のケースを始めとして、多くは加工企業による農家生産のインテ

グレーション化がめざされているのであり、竜頭企業の育成等を通じた中国政

府が進める農業産業化のイメージに最も適したものとなっている。こうしたこ

ともあって、調査した事例のうち６事例が「買取型」に属しており、最も多い。 

 このように、「買取型」についても、その多くが竜頭企業等の原料の確保と規

模の利益がめざされたものであり、農民専業合作組織の協同組合組織への発展

がめざされたものではない。 

「代理型」は、専業合作組織が農家から農産物を集荷して、農家を代理して

一括して販売する方式をとる類型である。 

 「代理型」では専業合作組織を通じて農家の共同行為（共同販売）が行われ

るが、そのためには、通常、商品の規格化や画一化が必要とされよう。また、

そのことによって販売経費が削減され、販売での規模の利益の実現も可能とな

る。 

また、生産物の均一化等のために、肥料、農薬等の統一化や生産技術等の指

導が行われることもある。 

「代理型」は、協同組合への移行がそのまま可能な類型であるが、中国では

この類型はあまり見ることができず、調査した 11 事例のうちで１事例がこの類

型に該当したのみであった。 
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 このように、この当時において専業合作組織の実態は多様であり、また、協

同組合としての実質を備えた組織も少なく、必ずしも法律で統一的に制度化す

るのに適した状態ではなかったものと見られる。 

しかしながら、こうした中で、2006 年 10 月に農民専業合作社法が成立する。 

 

２）農民専業合作社法の制定とその狙い 

(1)制定の経緯 

 専業合作組織は、以上述べてきたとおり、1980 年代から各地で多様な展開を

見せるようになっていたが、すぐにはその法制化が政策的課題として取り上げ

られることはなかった。 

 その理由としては、①供銷合作社、農村信用社等の他の合作組織も法制化は

なされておらず、法制化をしなくても組織の設立、運営は現実的に可能であっ

たこと、②現実の専業合作組織の形態、態様は極めて多様であり、これらを一

つの制度でまとめるような法制化は困難であり、好ましくもないと考えられた

こと等が挙げられよう。 

 ところが、2000 年代になると、中国農業をめぐる情勢が変化し、農民の共同

経済主体としての専業合作組織の役割に注目が集まるようになった。 

 2000 年代の初めは、中国の農業政策が大きな転換を遂げた時期であった。

2001 年末の WTO加盟をにらみ、食糧の価格および流通に関して、一連の自由化

政策が実施されたのである。保護価格で全ての食糧を買い取るという保護価格

制度は段階的に廃止され、原則として国有食糧企業に経営が限定されていた食

糧流通も実質的に自由化されることとなった。 

 このため、食糧価格が下落し、食糧生産農家の経済に大きな打撃を与え、都

市・農村の所得格差が拡大した。こうした状況下で、専業合作組織は、新作物

導入、共同加工、共同販売等を通じて、低迷していた農家所得の上昇に寄与す

るものと期待されたのである。 

 関係研究機関または研究者はこうした問題意識の下に専業合作組織に関する

調査・研究を積極的に行い、支援策等について提言した。また、農業部は、試

験的組織として 100 の専業合作組織を指定して、自ら、調査を進めた14）。 

 こうした中で、2003年10月の第 10期全人代常務委員会第５回会議において、
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「農民専業合作経済組織法」が第 10 期全人代立法計画に組み入れられた15）。第

10 期全人代の期間は 2003年 3月から５年であるから、2008 年３月までに立法

化を終えるというものである。 

 そして、2004年１号文件では、「2004年から、中央および地方は専用資金を

用意して、農民専業合作組織が行う情報、技術、研修、品質標準および認証、

市場販売等の業務を支持する」（同文件五の（十二））と規定され、必要な資金

を手当てして専業合作組織を積極的に育成、発展させる政策方針が明確にされ

た。 

 また、浙江省では、2004 年 11 月に「浙江省農民専業合作社条例」を制定し

た。これは専業合作組織に関する全国で初めての条例であり、浙江省において

専業合作組織が比較的早くから発展している状況を反映したものである。 

 その後、専業合作組織の実態が多様で、しかもその多くは組織基盤が脆弱で

あり、前述のとおり、一律の制度化にはなじまない点が多かったこともあって、

立法化作業はなかなか進まなかったが、2006 年１号文件で、「農民が各種合作

経済組織を発展させることを積極的に指導・支援し、立法化を加速させ、支持

の程度を強め、農民合作経済組織の発展に有利な融資、財務税制、登記等の制

度を打ち立てる」（同文件二の（９））と規定され、立法化作業が促されること

となった。 

 「農民専業合作経済組織法（草案）」がまとめられ、初めて全人代の審議にか

けられたのは、2006 年６月 24 日の第 10 期全人代常務委員会第 22回会議にお

いてである。同法案は、同会議での審議の後、さらに検討が進められ、第１回

審議から約４か月後の 2006 年 10 月 31日の同常務委員会第 24 回会議で、「農民

専業合作社法」として可決、成立した。施行日は 2007年７月１日とされた。 

(2)農民専業合作社法の特色と狙い 

 先に、現実の専業合作組織の形態は多様であり、少なくとも「相対型」、「買

取型」、「代理型」の３つの類型があることを指摘した。そして、それぞれの類

型毎に成員の構成、果たしている共同化機能、適した企業形態が異なっている。 

 したがって、新たに専業合作組織の制度化に関する立法化を行おうとする場

合、これらの類型を全てカバーする法制度とするのか、それともどれか１つま

たは２つの類型に重点を絞った法制度とするのかで規定する内容が大きく異な
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ってくることが想定される。また、法的に育成しようとする専業合作組織の企

業形態を協同組合とするのか、その他の法人形態とするのか等によっても規定

内容は異なってくる。 

 それでは、2006 年に成立した農民専業合作社法（以下「2006 年合作社法」と

いう。）の規定内容の特色とその狙いはどこにあるのだろうか。ここでは、主と

して同法の成員関係の規定を見ることによってそのことを検討していきたい。 

表６は同法の特色が明らかとなるよう、項目毎に我が国の農業協同組合法

（以下「農協法」という。）の規定の内容と対比させたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 年合作社法の性格または狙いを最も端的に示しているのは成員資格と

成員構成の制限に関する規定であろう。2006 年合作社法 14 条では、成員とし

て、公民（農民以外の個人を含む。）のほかに企業、事業単位、社会団体の加入

を認めており、いずれも表決権を有する。農協法では農業者以外の組合員資格

を認めていない。地区内住民等の准組合員がいるが、准組合員は表決権を有し

ない。 

そして、2006 年合作社法 15 条では、これら成員の構成について、農民が成

表６ 2006 年農民専業合作社法と農業協同組合法との規定比較（成員・組合員関係） 

注：条番号は、それぞれ 2006 年農民専業合作社法および農業協同組合法におけるもの。 
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員総数の 80％以上でなければならず、企業等の成員は原則として成員総数の

５％以内でなければならないことが規定されている。 

この成員構成の規定から、2006 年合作社法が想定している専業合作組織の類

型が「買取型」であることは明らかであろう。「相対型」では、仲買業者、資材

業者等の成員の数は成員総数の５％以内では収まらないだろう。また、「代理型」

は、成員は原則として農民だから、あえてこのような成員構成の制限を設ける

必要がない。2006 年合作社法 15 条の規定は、なるべく農民を主体とした組織

という趣旨を示しつつ、その一方で、まさに多数の農業者と買取企業（竜頭企

業等）が成員となっている「買取型」の類型を含めることが念頭に置かれてい

るのである。2006 年合作社法に出資制限がないのは、買取企業の専業合作社へ

の出資比率にあえて制限を設けないという趣旨である。 

選挙・議決権と剰余金分配の規定は、「買取型」の類型では買取企業が合作

社運営において支配的な力を持つことも想定されるが、そうした中でもなるべ

く農民の自主的、民主的運営が確保され、協同組合に準じた運営がなされるよ

うにする観点から設けられた規定であろう。このため、選挙・議決権では各成

員が１票の基本表決権を有することとし、付加表決権については基本表決権総

数の 20％以内とするという制限が設けられている。剰余金分配においても、出

資金額に応じた分配は 40％未満とすることとされている。 

このように、2006 年合作社法は、専業合作組織について、もともと共同組織

としての実態を備える「代理型」はもちろんであるが、農業産業化で中心的な

役割を果たすことが期待されている竜頭企業の成長を促すため、「買取型」を取

り込む形で制度化を行い、協同組合組織としての衣をまといつつも、農業産業

化という政策的観点を重視したものとなっている。 

「相対型」は、2006 年合作社法の対象としてはなじむものではないが、こう

した専業合作組織の存在が否定されたわけではない。ただ、市場制度の整備に

よってその果たす役割が減少していくことは考えられる。 

結局、2006 年合作社法に基づいて設立された農民専業合作社の企業形態は、

以上の検討からも明らかなとおり、協同組合原則から微妙に逸脱しているとい

う意味において、単に協同組合と呼ぶのは適当ではなく、協同組合に準じた組

織すなわち準協同組合組織というほかはないだろう16）。 

－ 99 －



 

ところで、中国農村では、この 2006 年合作社法の制定の後、農民専業合作

社の設立が積極的に行われるようになるが、これと同時に農村社区株式合作社

（以下「社区株式合作社」という。）および土地株式合作社の設立が進み、三大

合作と言われるようになる。そこで、次にこの三大合作の状況について見てお

きたい。 

４．三大合作の展開 

１）三大合作の背景 

 

 三大合作は、中国農村の健全な発展を図る上で、近年重視されるようになっ

てきた農村集団資産の適正な管理、土地請負制度の下での土地流動化、農業の

産業化といった課題に対処するためのものである。特に、土地利用の高度化が

求められる東部の経済発展地域での形成が進んだ。 

ここでは、農民専業合作社の経緯はこれまで詳しく説明してきたところなの

で、社区株式合作社と土地株式合作社の背景について説明しておきたい。 

(1)社区株式合作社の背景 

 改革開放政策開始後、農家請負経営の普及とともに生産隊が解体されたため、

それまで生産隊が管理していた農民集団の財産を管理する必要から農民集団経

済組織が組織されるようになったことは前述のとおりだが、社区株式合作社は

その農民集団経済組織の一形態として形成されるようになったものである。な

お、ここで農民集団とは、多くは村民小組17）の構成員である農民の集合体をい

う。 

農民集団の財産の主なものは区域内にある土地（農地）であるが、このほか

に農村の各種施設、建物等が含まれる。また、経済が比較的発達した地区では、

農民集団が郷鎮企業を設立して運営することも多く見られるようになったが、

こうした郷鎮企業も農民集団の財産である。 

このように、農民集団の財産といっても、農民集団によってその内容や量に

は大きな差がある。ほとんど土地しか財産がない農民集団もあれば多数の郷鎮

企業を有する農民集団もある。収益性の高い郷鎮企業を有し、多額の収益があ
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る農民集団であれば、その収益をどのように集団構成員である農民に分配する

かということが課題となる。社区株式合作社はそうした課題を解決する一つの

方式とされたのである。 

また、近年では農村労働力の都市移転が進み、農村で成年男子がいなくなっ

て農村機能の維持に支障を来す農村が多く見られるようになった。こうした現

象は中国では農村の「空洞化〔空心化〕」と言われるが、この空洞化に対応して

進められるようになったのが新型農村社区の建設である。 

新型農村社区とは、数農村を合併させて一つの大行政村を作り、その基礎の

上に新型の農村社区を建設しようというものである18）。単に数農村を形式的に

合併させるだけというのではない。新型農村社区では、たとえば、村の中心と

なる地区に大きな社区を作って村民が移住できる住居を整備し、村民への公共

サービスを向上させること、村の共産党委員会と村民委員会も新たに編成し直

して、新型農村社区にふさわしい構成とすること、村民が移住した後の旧来の

村は農地等に整備しなおして、生産性の向上を図ることといった措置がとられ

る。 

こうした数農村の合併という経緯をたどる新型農村社区建設においては、旧

農村の農民集団の財産の扱いと当該農民集団の構成員である農民の利益をいか

に調整し確保するかということが重要な課題となることは論を待たない。社区

株式合作社の形成は、旧農村の農民の権利と利益を明確化することにより、こ

の問題の解決にも有用と考えられたのである。 

(2)土地株式合作社の背景 

中国農村の空洞化は、農村社会・機能の維持に支障をもたらすようになった

だけでなく、農村労働力の不足にともなって、適正に利用されない農地や耕作

放棄地の増加を招くこととなった。多数の農家が、土地所有者である農民集団

から請負経営権の設定を受けるものの、請負農地での農業経営を行わず、農民

労働者として都市での労働に従事するという状態が一般的になったのである。 

土地株式合作社の多くは、こうした土地利用の低下という事態に対応して設

立されるようになったものであり、一度請負経営権を設定した土地を集めて、

土地を集団的に利用して土地生産性を高めようというものである。土地株式合

作社が土地を集める際には、一般的には、農家が同合作社に土地請負経営権を
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出資するという形をとる。農家には出資の見返りとして土地面積に応じた数の

株式が与えられる。同合作社が土地利用を通じて得た利益はその一部が株式の

配当として農家に還元されるのである。 

なお、2018 年の農村土地請負法の改正19）で、農家は、土地経営権を出資す

るという形での土地請負経営権の譲渡が特に制限なく認められることとなった。

土地所有者である農民集団には届出をするだけでよい。こうした改正は、もと

より、土地株式合作社の利用を念頭に置いたものであることは言うまでもない

だろう。 

(3)社区株式合作社と土地株式合作社の共通性と相違 

以上のとおり、社区株式合作社も土地株式合作社も、中国の経済発展が農村

にもたらした負の側面と言うべき農村の空洞化という問題に直接的には対処し

ようとするものである。 

ただし、社区株式合作社は農村合併等に伴う農民集団財産の散逸の防止と適

正な管理の確保という消極側面を主として対象とするのに対し、土地株式合作

社は土地の集団的利用を通じた農業生産性の向上、竜頭企業の発展等の積極的

側面を主として対象とするという性格の相違に留意しておきたい。 

いずれにしても、社区株式合作社も土地株式合作社も、その運営主体は農民

集団である。そして主たる受益者は当該農民集団の構成員である農民である。

農民集団が、自己の所有する集団財産を管理、利用して、その結果生じた利益

を農民に還元するという発想は共通している。しかしながら、農民集団と農民

とは利害が必ずしも一致するわけではない。集団財産の利用方法や、利益の分

配等に当たっては農民集団と農民の利害が対立するということも考えられよう。 

それでは、農民集団と農民との利害はどのように調整されるのだろうか。ま

た、結局、社区株式合作社および土地株式合作社は企業形態としてどのよう特

色を有しているのだろうか。 

以下では、社区株式合作社と土地株式合作社の企業形態を順次見ていくこと

としたい。また、その後に、これら両合作社と農民専業合作社との企業形態の

相違と特色を確認しておくこととしたい。 
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２）社区株式合作社の企業形態 

 

現実の社区株式合作社の組織の実際や運営のあり方には様々なものがある

と考えられるが、ここでは中国のインターネットで、「社区株式合作社模範定款」

20）として唯一紹介されている模範定款の規定をもとにして、社区株式合作社の

企業形態を検討していくこととしたい。以下の社区株式合作社に関する記述は

同定款の規定に基づく。 

(所有・株式の性格) 

 定款上、同合作社は社会主義公有制を主体とした社区性合作経済組織である

との定義がなされており、社会主義所有制度の所有主体21）の一つである農民集

団が同合作社を所有するものであることを明確にしている。同合作社に所属す

る土地、山林その他の財産はすべて合作社成員全体すなわち農民集団の所有と

される。 

 株式は合作社成員等に分配されるが、株式の所有権は農民集団に属し、個人

に分配された株式はただ分配権を享受するにすぎない。株式は相続、譲渡、売

買、質入をすることができず、株式を現金化することもできない。 

 以上のとおり、社区株式合作社の所有主体は農民集団であり、その所有制度

は社会主義公有制に由来するのである。 

(支配) 

 同合作社は、定款で、村党支部の指導を受け、上級主管部門の指導、管理、

監督を受けることが明記されている。 

 また、同合作社の最高権力機関は社員代表大会であり、社員代表 42名で構成

されるが、社員代表は村党支部が指名し、公開の意見徴収を経て選出される。

公開の意見徴収を経るとあるが、実質的には村党支部の指名によって決まると

してよいだろう。すなわち、社員代表大会の構成員は村党支部の意向によって

選定されるのであり、社員代表大会の決定内容も村党支部の意向に即したもの

となろう。 

こうした事情から、同合作社を実質的に支配する者は村党支部としてよいと

考える。中国は、その憲法第１条で労働者階級すなわち共産党が指導する民主

専政の国家であることを規定しているが、その原則がこうした農村の末端組織
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でも貫徹されているのである。 

(経営) 

 同合作社の経営は、常設機構である董事会で行われる。董事会の構成員は５

人であり、董事長および副董事長は董事会で選任される。 

 董事会の構成員である董事は社員代表大会で選出されるが、社員代表大会は

前述のとおり村党支部に支配されていることから、董事会の董事も村党支部の

意向に即した者であるということとなろう。特に経営の専門家を董事として招

聘して、その専門家に経営をまかせるというようなことは考えられていない。 

 従って、同合作社の経営もまた村党支部またはその意を受けた農村幹部によ

って担われているのである。 

(社員資格・責任) 

 原則として、基準日に本村の戸籍がある 18歳以上の村民は自動的に同合作社

の社員であるとされ、加入・脱退の自由はない。また、過去の村経済合作社統

合の過程で本村の戸籍がなくなったが、まだ確定した就業先がない者にも一定

の要件の下で社員資格が認められる。 

 なお、同合作社の債務等に対する社員の責任に関する規定は設けられていな

い。同合作社の財産は全て農民集団の所有とされていることから、負債等につ

いても農民集団として責任を負うこととされているものと考えられる。 

(社員の権利義務) 

 社員は選挙権と被選挙権を有する。ここで選挙と非選挙の対象は社員代表大

会の社員代表のみであり、しかも社員代表は前述のとおり、実質的に村党支部

によって選任されることから、この規定はほぼ空文である。なお、規定はない

が、株式には分配権の意味しかなく、株式による経営参加は考えられていない

ことから、この場合の投票は一人一票であろう。 

 この他に、社員の権利としては、合作社が提供するサービスや福利を享受す

ること等が掲げられている。 

 社員の義務としては、国家の方針等に従うこと、社区の社会公益活動に積極

的に参加すること等が規定されている。 

 このように、社員の権利義務に関する規定はかなり形式的なものであり実質

性に乏しい。このことは同合作社の運営に社員が参加することが少なく、合作
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社と社員との関係がそれほど密接なものでないことを示すものであろう。社員

すなわち村民の関心は、分配された株式に基づく配当の多寡にほぼ集中してい

るのである。 

(株式の種類) 

 株式はまず大きく集団株と個人分配株に分ける。  

集団株は全体の８％とし、同合作社が所有する。一方、個人分配株は全体の

92％とし、農家毎に株券証書を発給する。  

個人分配株はさらに基本株、現職村幹部分配株、享受株の３つに分ける。 

基本株は社員１人に１株が与えられる。現職村幹部分配株は合作社の経営管

理についての村幹部への報酬の意味を込めたものであろうが、鎮党委員会・政

府の承認を得て設定される。享受株は、社員ではなく基本株は与えられないが、

たとえば本村の 18歳未満の者に 0.5 株を与える等、一定の要件を満たす者に１

株未満で与える株式のことである。 

(収益分配) 

 収入から村務支出、納税額等を差し引いた残額が当年の収益となる。 

収益の分配については、まずその 60～70％を公積金（発展基金）等とし、残

りの 30～40％を持ち株数に応じて分配する。収益の具体的な分配の比率は毎年

社員代表大会で決定する。 

 

３）土地株式合作社の企業形態 

 

 土地株式合作社おいても、社区株式合作社と同様、中国のインターネットで

モデルとして紹介されている「土地株式合作社定款」22）の規定を参考にしつつ、

企業形態の検討を行う。以下の記述が同定款に基づくことも同様である。 

(所有・株式の性格) 

 同合作社は、農村土地請負制度に基づき土地を請け負う農家によって、土地

とともに出資される土地経営権を基本財産として事業の運営がなされることと

されている。土地経営権を出資した農家は、土地の面積に応じた持分割合で株

式を取得する。したがって、同合作社の所有者は土地経営権を出資して株式を

所有する各土地請負農家である。 
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 株式は、請負期間内において、相続は可能であるが、譲渡、質入はできない。

また、合作期間として定めた期間内においては、土地経営権を引き揚げること

はできない。 

(支配) 

 同合作社の最高意思決定機関は社員代表大会（株主総会）である。社員代表

は 30人とされ、村民小組を単位として出資農家が直接選挙で選定する。村民委

員会の常勤幹部は当然社員代表となる。 

 また、同合作社の董事会は５人で構成されるが、村民委員会常勤幹部は当然

に董事となり、董事長は村党書記が兼任する。 

 こうした定款の規定から、同合作社を実質的に支配する者は農村幹部として

よいであろう。 

(経営) 

 同合作社の経営は董事会が担うが、董事会は前述のとおり主として農村幹部

によって構成される。したがって、同合作社は実質的に農村幹部によって経営

がなされるのであり、経営専門家が経営に当たるということは考えられていな

い。 

(社員資格・責任) 

 社員について、農家は自らの意思で土地経営権を同合作社に出資して社員と

なるのであり、加入は自由である。土地経営権の出資以外の形態による出資に

ついて、もしそうした形態での出資が認められるならば、当該出資の価値の評

価方法（たとえばいくらの広さの土地に相当する等）についての規定がなけれ

ばならないが、そうした規定は設けられていないので、土地経営権の出資以外

での加入は認められていないと考えるしかないだろう。 

 また、脱退については、前述のとおり、合作期間として定めた期間内は株式

の引揚げができないとされており、脱退は実質的に認められていない。 

 社員の責任について、各社員は出資した土地経営権を限度として責任を負う

こととされている。すなわち、社員の責任は、土地経営権の価額を限度とした

有限責任であり、それ以上の責任を社員は負わない。 

(社員の権利義務) 

 社員の権利としてまず掲げられているのが選挙権と被選挙権である。ここで
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対象となる選挙は、社区株式合作社と同様、社員代表の選出であるが、董事長

や董事となるべき者が予め規定上明記されている状況では、ここでの選挙権、

被選挙権は実態として形式的なものと見るべきであろう。投票についての具体

的な規定はないが、株式の持分比率は分配時のみに考慮されるものであり、一

人一票制として考えてよいであろう。もし、株式の持分比率に応じて投票権を

有するとすると、その旨の規定が必要である。 

 言うまでもないが、株式に基づいて配当を取得する権利は社員にとって最も

関心が高く、重要な権利である。 

 このほか、合作社廃止時に社員は土地経営権の持分割合を取得することとさ

れている。この持分割合に応じて、土地が実際に各農家に配分され、戻される

ということとなろう。 

(収益分配) 

 収益分配について定款では株権の平等、リスク共同負担、利益共同享受、蓄

積共有の原則を規定するだけであり、具体的な分配方法の規定はないが、株式

には出資した土地面積に応じて持分割合が与えられているので、その持分割合

に応じて収益の一部が分配されることとなろう。 

 

４）３合作社の企業形態の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７ ３合作社の企業形態の比較 

資料：定款例、農民専業合作社法の規定から筆者作成 
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 これまでの記述から、社区株式合作社、土地株式合作社、農民専業合作社の

企業形態を比較すれば、表７のとおりとなろう。 

 まず設立目的・業務内容について３合作社で明白な違いがあることがわかろ

う。社区株式合作社は集団財産の経営管理を目的とし、土地株式合作社は土地

の流動化を通じた大規模農業経営を行うことを目的とする。農民専業合作社は

農業生産等の発展のために農家や企業が共同化することが目的である。農村社

区の健全な運営、土地流動化を通じた農業経営の効率化、農業の産業化と発展

は、それぞれ現代の中国農村が直面する最大の課題である。中国政府は、こう

した課題に、農民合作社という形の組織をつくって対応しようとしているので

ある。 

 ただし、もとより、各農民合作社の扱う課題の性格は全く異なることから、

農民合作社の所有主体、社員の責任といった企業形態にも差異が生じる。 

 所有、支配、経営について、社区株式合作社は農民集団が所有し、支配、経

営はその農民集団の幹部である村党支部、農村幹部が担う。土地株式合作社は

所有主体は土地経営権を出資した土地請負農家であるが、当該土地の所有者は

農民集団であることから、実質的に農村幹部が当該合作社を支配し、経営を担

っている。農民専業合作社の所有、支配、経営を担うのは一般的には農民であ

るが、竜頭企業のインテグレーションの一環として合作社が組織されたような

場合は、合作社を支配するのは竜頭企業ということとなろう。 

 社員加入脱退の自由について、社区株式合作社は一定の資格がある者は当然

加入となり、加入脱退の自由はない。土地株式合作社は、加入は自由とされて

いるが、脱退は制限されている。農民専業合作社は加入脱退について自由であ

る。 

 社員の責任は、社区株式合作社は資格に基づく当然加入という性格から想定

されていない。土地株式合作社では社員は出資した土地経営権の価額を限度に

責任を負い、農民専業合作社の社員は出資金・公積金（収益の一部が公積金と

して合作社内部に留保されたとき、各社員はその公積金に一定の持分を有する）

を限度に責任を負う。 

 分配については、株式合作制をとる社区株式合作社と土地株式合作社は原則

として株式の持分に応じて収益が分配される。農民専業合作社は、主として、
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協同組合原則に基づいて事業利用量に応じて分配がなされる。 

 企業形態の内容に関する以上の内容を総合して企業形態を考察すれば、社区

株式合作社は村経済組織の一形態というべき行政経済組織である。また、土地

株式合作社は、中国の社会主義的農村土地制度を前提とした組織であり、支配、

経営は農村幹部が担っており、特殊な企業形態をしていることから、一定の行

政的な目的を持ち公益的機能を果たす公的経済組織としてとらえられる。農民

専業合作社は、前述のとおり、協同組合原則を一部で満たしていない準協同組

合組織である。 

 このように、中国農村では、現在直面する課題解決のために合作社という組

織が用いられ、また、それらの合作社はそれぞれの課題解決に適した企業形態

が採用されている。すなわち、中国農村の農民合作社では、まずそれぞれの課

題解決ありきなのであり、農家生活向上のために農民合作社の一般的な発展が

期待されているというわけではない。 

たとえば、日本を含めた自由主義経済の諸国では、協同組合制度が整備され、

同制度を利用して経済活動を行いたい者は誰もが自由に同制度を利用できる。

そこでは、政府の問題解決というよりも、個人の利得や便益を増加させるため

の自由な経済活動のために制度が整備されているのであって、中国の合作社制

度に対する態度とは異なっている。 

中国農村の農民専業合作社は、他の形態の農民合作社よりも、こうした自由

主義経済の考え方に比較的近いが、それでも前述したとおり、農業産業化を牽

引する竜頭企業が社員になれるようにしている等、目的解決的な性格が強い。 

こうした日本と中国との協同組合制度または合作社制度に対する基本的な

態度の相違は、やはり、そもそもの経済体制が資本主義経済なのか社会主義経

済なのかという点に起因するものであろう。 

社区株式合作社と土地株式合作社はそもそも社会主義公有制度を基礎にし

た合作社である。農民専業合作社は市場経済を前提とした制度ではあろうが、

社会主義公有制度が基礎となっている中国農村では、たとえば社員構成や土地

出資のあり方等、その組織の性格、運営等に社会主義的な影響が現れることは

避けられないのである。 
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５．農民専業合作社法 2017 年改正 

１）農民専業合作社の発展と多様化 

 

 近年の中国経済をめぐる顕著な情勢変化とともに、中国の農業・農村は、現

在、かつてない大きな変革期を迎えているものと受け止められているが、その

要因として次の５点が指摘されている23）。 

 

 その第１点は農業就業人口が減少し、農村労働力の高齢化が進行しているこ

とである。 

第２点は、これと対応して、農地の集中と農業規模の拡大がかつてない勢い

で進行していることである。 

第３点は、商工資本が、牧畜業、林業、果実、野菜等の価値の高い分野を中

心に、農業に進入していることである。 

第４点は、消費者の要求が多様化、高品質化していることから、農業生産経

営も専業化、規模化、標準化、集約化、ブランド化等が求められるようになっ

たことである。 

第５点は、電子取引（EC）が農村でも急速に利用されるようになっているこ

とである。 

 

こうした農業・農村が直面している課題に対応し、生産性が高く効率的な農

業経営を将来ともに実現し得るものとして、10 年ぐらい前から、中国では 10

～20 ヘクタール程度の規模の家庭農場24）の育成がめざされている。そして、

その家庭農場の発展のための手法の一つとして農民専業合作社の活用が考えら

れる。 

ある地域で、経営力の高い家庭農場が農民専業合作社を組織して生産物のブ

ランド化等に取り組み、一方で、農業企業がその地域の生産物の加工、流通を

担い、その地域で技術普及、農業機械サービス等を行う社会化サービス組織が

これらの活動を支援すれば、上記の課題の解決になり、地域農業は発展するだ
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ろう。こうした考え方は、政策的に「家庭農場を基礎とし、合作社を鍵とし、

農業企業を竜頭とし、社会化サービス組織を支えとする」と表現されている。 

ただし、この手法は、従来から食糧生産に取り組んでいる一般的な大多数の

食糧生産農家にはすぐには妥当しないことには留意が必要である。後述するが、

食糧生産を行う一般的な農家が加入する適当な合作社がないことは中国農村の

大きな課題なのである。 

さて、いずれにしても上述のキャッチフレーズとともに、中国では全国で積

極的に農民専業合作社の設立、育成に向けた取組が行われることとなった。農

民専業合作社の設立、運営には各地の地方政府によって各種の支援、補助が積

極的に講じられたのである。 

その結果、農民専業合作社の数は急速に増加した。図１は、農民専業合作社

法が施行された 2007 年から 2018 年までの農民専業合作社数の推移を見たもの

であるが、2007 年に 2.6 万社であった農民専業合作社数は、2018 年には 217.3

万社となっている。もとより、これらの農民専業合作社の中には形だけで現実

には機能していないもの等も含まれているが、こうした急速な増加は、農民専

業合作社の設立が政策的に強く推進されたことを示すものであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 農民専業合作社数の推移 

資料：中国国家工商総局・農業農村部 
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 農民専業合作社の経営事業の内容も多岐にわたっている。サンプル調査を行

った 682 社の経営事業の内容は次のとおりである25）。まず、耕種業に従事する

社が77.1％、畜産業が34.9％、農畜産物の加工、販売がそれぞれ12.8％、18.9％、

農業資材の購買が 14.4％である。このほか、レジャー観光農業に従事する社が

18.3％、農業機械・農業技術サービスが 19.1％、農副産品加工利用が 19.4％を

占める。農村旅行サービス、電子商プラットフォーム、その他の経営活動につ

いてはまだ比率が低い。また、経営事業が２つ以上の社は 60.7％を占めており、

経営の多角化が進んでいることを示唆している。 

 こうした農民専業合作社の活動の多様化を通じて、中国農村では、農民専業

合作社がこれまで手付かずだった新しい分野に進出し、農村経済の活性化、発

展に少なからぬ役割を果たしていることがうかがえよう。民間での資本蓄積に

乏しい中国では、農民専業合作社がその役割を果たすものとなっているのであ

る。農民専業合作社に中国政府がかける期待が大きいこともうなずけよう。 

 

２）2017 年改正－農民専業合作社の役割の拡大強化－ 

  

 2006 年合作社法の制定後、上述のように、農民専業合作社は飛躍的に増加、

発展したが、それとともに、その弊害や課題も明らかとなり、その中では制度

的解決が求められるものも少なくなかった。農民専業合作社法の 2017 年改正は、

そうした課題に対応して行われたものである。 

 2017 年改正の内容や趣旨については、すでに多くの論考26）でその分析がな

されてきているが、ここではあらためて改正内容を具体的に整理することを通

じて、今回の改正が、①農民専業合作社の事業活動の対象の拡大等により経営

基盤の強化とともにその役割の拡大強化を図ろうとするものであること、②農

民専業合作社の準協同組合性は維持し農民の参加を確保しようとするものであ

ることという方向性を持ったものであることを確認しておきたい。 

(1)事業の同種制限の撤廃と事業内容の拡大 

 2006 年合作社法制定当時においては、合作社では単一または同種類の農作物

または農業経営サービスを対象として事業を行うことが一般であったことから、

農民専業合作社の事業の対象は同種類の農産物または農業経営サービスに限定
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されていたが、農民専業合作社に求められる事業の内容はますます多様化し、

また、現実に農民専業合作社が事業を遂行する過程でその多角化が必要とされ

ていたことから、この事業内容の同種類の制限は撤廃されることとなった。従

来から、農民専業合作社の事業対象が同種類の農産物等に限定されているのは

農民専業合作社の発展に必ずしもよくないのではないかという声が強く、この

ことは 2017 年改正の最も直接的で主要な要因となった。 

 表８は同種制限の撤廃と対象事業の拡大に関する関係規定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同表で明らかなとおり、旧法第２条で規定されていた「同種類の」という字

句は新法では削除されている。また、事業対象が拡大され、「農村民間工芸およ

び製品、レジャー農業および農村旅行資源の開発経営」等の事業が加えられた。

これらの規定は、もとより、労働力が不足して空洞化が進行しつつある農村の

振興のため、それぞれの地域での地場産業や観光産業の発展を図るために設け

られたものである。 

 

(2)農民専業合作社の組織・行為の規範化 

 農民専業合作社の設立数は、前述したとおり、近年急速に増加しているが、

それとともに農民専業合作社というのも形だけで、現実には十分に機能してい

表８ 農民専業合作社の対象事業 

資料：関係規定から筆者作成。 

注．下線部は改正部分。 
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ない言わば「空殻（あきがら）化」した合作社が増加するようになった。こう

した空殻合作社はさらに純空殻合作社と准空殻合作社の二種に分類される27）。 

 純空殻合作社とは、全く名目だけのもので、国家の優遇政策や補助金を受け

取ることだけを目的に設立されたものである。 

 准空殻合作社とは、具体的な事業を実施しているものの、経営状況がよくな

く、赤字が続いたこと等によって、事実上の経営破綻に陥り、活動がほぼ停止

しているものである。 

 農民専業合作社の組織・行為の規範化に関する規定の整備は、こうした空殻

化した合作社を整理し、また、今後の出現を防止しようとするものである。表

９がそのための関係規定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず第１条の目的規定で、組織・行為の規範化を重視する観点から、組織・

行為の規範化に関する規定を最初に持ってきた。 

 また、農民専業合作社が無規範にいろいろな活動を行って乱脈経営に陥るこ

とを防ぐために、新法第８条で、定款の規定に関係のない活動に従事してはな

らないことを明記した。 

 そして、新法第 17 条で、農民専業合作社は登記機関に毎年度報告書を送るこ

とを義務付け、空殻合作社が発生しないよう監視を強めるとともに、新法第 71

表９ 農民専業合作社の組織・行為の規範化、監督強化 

資料：関係規定から筆者作成。 

注．下線部は改正部分。 
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条で、連続して２年経営活動に従事しないときは営業許可を取り消すこととし、

空殻合作社の存続を認めない姿勢を明確にしている。 

 

(3)出資対象の拡大と出資に関する規定の整備 

 表 10 のとおり、新法第 13 条では、出資方式として貨幣での出資のほか、実

物、知的財産、土地経営権、林権等で出資できることが明記された。これらの

財産は貨幣価値で評価ができ、法に基づき譲渡可能なことがその前提とされて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こうした財産の出資が認められることによって、より多くの農民が農民専業

合作社に参加できることとなり、農村で農民専業合作社の果たす役割や影響力

が増すこととなろう。とりわけ、土地経営権が出資対象として明記されている

ことは政策的な色彩を色濃く有している。 

中国では、現在、土地請負経営で分散された農地の流動化を進め、生産性の

高い農業経営主体を育成する政策が強く推進されている。土地経営権の出資と

いう方式で土地の流動化を促すことは、もとよりこうした政策に合致するもの

である。 

表 10 出資対象の拡大等 

資料：関係規定から筆者作成。 

注．下線部は改正部分。 
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 また、新法第 15 条の改正によって、成員の出資については譲渡、相続し、ま

たは担保に供することができることがあらためて確認されることとなった。し

たがって、土地経営権を出資し、出資したままで出資に関する権利を譲渡する

ことにより、土地に関する権利の移転を進めることが可能である。担保につい

ては、2018 年に修正された農村土地請負法第 47 条で土地経営権を担保に供す

ることが可能とされている。 

 このように、新法では、農民専業合作社への出資対象を拡大し、土地経営権

を出資対象として含めることによって、農民専業合作社に新たに土地流動化の

推進の役割を期待するものとなっている。農民専業合作社への出資で土地経営

権の比率が高まれば、当該農民専業合作社は実施的に土地株式合作社の性格に

近づくこととなろう。 

 

(4)法的地位の強化および投資対象の拡大 

 農民専業合作社はいろいろな目的を持って全国的に多数設立され、多様な事

業活動を展開しているが、法的地位が明確でなかったことから、公司への投資、

銀行の貸付、農産物加工品の販売等の場において、正当な法的能力を有してい

る相手方とは認められないことがあり、市場主体として不利益な扱いを受ける

ことがあった。 

 こうした事情から、表 11 のとおり、新法第７条において、農民専業合作社は

他の市場主体と平等の法的地位を有することが明記された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 11 法的地位の強化等 

資料：関係規定から筆者作成。 

注．下線部は改正部分。 
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 また、投資の可否について明確でなかったところ、新法第 18 条で、改めて公

司等の企業への投資が可能であることが明記された。これによって、農民専業

合作社が食品加工業等の関係企業に投資し、投資者の立場としてその企業の運

営に意見を述べることも可能となる。 

なお、投資の際の責任の負担については、出資額を限度とすることとされた。 

(5)政策支援の強化 

 農民専業合作社にはこれまでも各種の政策支援が行われてきたが、2017 年改

正で政策支援がさらに強化されることとなった。表 12 は政策支援に関する内容

を整理したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新法第 66 条の規定によれば、商業性金融機関による金融サービスの提供につ

いて、従来は農民専業合作社への金融のみが奨励の対象であったが、その成員、

すなわち個々の農家への金融サービスの提供も奨励の対象とされることとなっ

た。この改正は中国農村には現在でも適当な農業金融機関が存在しない現状を

反映したものである。 

 また、現状では農業保険が十分に普及していないので、保険機関が農民専業

合作社に農業保険サービスを行うことが奨励されている。現実に農業経営を行

う農民専業合作社の経営の安定を図ろうというものであろう。 

表 12 政策支援の強化 

資料：関係規定により筆者作成 

注．下線部は改正部分。 
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 さらに、同条では農民専業合作社が互助保険を行うことが奨励されているが、

これは我が国の農協が行っている共済事業を想定したものである。 

 新法第 68 条では、農民専業合作社が事業に利用する電気と土地に関する優遇

措置が規定された。農産物の初期加工に用いられる電気価格は農業用生産の電

気価格とし、生産に用いられる施設用地は農用地としての管理がなされること

となった。 

(6)連合社の設立 

 中国の農民専業合作社は、一般的に規模が小さく、経営基盤が弱体である。

このため、従来から、農民専業合作社の活動区域を拡大し、経営基盤を強化し、

組織的な発展を図るために、連合社の設立が必要だと考えられるようになって

いた。 

 新法第７章（第 56 条～第 63 条）の連合社に関する規定は、そうした要請に

応えて新設されたものである。新法第 56 条の規定によれば、３社以上の農民専

業合作社は出資して農民専業合作社連合社を設立することができる。設立され

た連合社は登記して法人格を取得できる。 

 

３）改正が見送られた事項 

 

 以上のとおり、2017 年改正では、農民専業合作社が直面している課題に対応

しつつ、基本的に事業を拡大する方向での改正がなされているが、こうした中

で、事業を拡大するものであるにもかかわらず改正が見送られた事項がある。

それが、農民専業合作社の行う信用事業である。 

 農民専業合作社が信用事業を行うことの是非については、2006 年合作社法制

定のときから盛んに議論がなされてきた。その背景としては、中国農村には農

家に信用を供与できるような金融機関が存在せず、農家経営の発展に深刻な障

害となっていることがある。我が国の農協のような信用事業組織は中国に存在

していない。 

賛成意見は、主として、こうした中国農村の事情を背景に、信用事業実施機

関の不在を補う観点から農民専業合作社に信用事業を実施させようというもの

である。 
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しかしながら、これには大きな反対意見がある。すなわち、もし農民専業合

作社に信用事業を実施させれば、信用事業で集められた資金が私物化されるこ

と等によって事業が破綻し、かえって農家をはじめ多数の関係者に多大の損失

を与えることになりかねないというものである。信用事業を通じて農業銀行等

と取引があれば、国家レベルでの金融不安を起こす恐れもないとは言えない。

こうしたマイナス面が想定される以上、現状ではこちらの反対意見のほうが優

勢のようである。 

ただし、一般的な信用事業ではなく、社員だけを貯金と貸付の対象とした閉

鎖的な信用事業を行っている農民専業合作社はすでに全国に少なからず存在し

ている。社員だけが対象であれば、たとえ不祥事があっても、広範囲な金融不

安を起こす恐れはない。農家の信用供与への要求は切実であり、農業信用機関

の不在という現状はどうしても改めたいということであろう。 

こうした事情から、2017 年改正の草案段階では、社員だけを対象とする内部

的信用事業の実施を可能とする規定が盛り込まれていた。しかしながら、最終

の改正案では、この規定は削除され、盛り込まれなかった。たとえ、内部だけ

の信用事業であっても、乱脈経営に陥るところが少なくなく、もう少し様子を

見る必要があるということである。 

結果として、中国の農村金融問題については改善がなされることはなく、継

続的な検討課題として持ち越されることとなった。 

 

４）準協同組合組織としての性格の維持 

  

 2017 年改正は、農民専業合作社の事業の拡大、円滑化を目的としたものを中

心に、現在の情勢に適応するために必要な多数の規定が改正されているが、組

織の協同組合性に関する原則は維持されており、農民専業合作社の準協同組合

組織としての性格は変わっていない。 

 たとえば、新法第 24条では、加入の際の手続規定が新たに整備され、新法第

25 条（旧法第 19 条）の規定と相まって、加入、脱退の自由が制度的にも整備

されることとなった。 

また、新法第 20 条では、農民専業合作社の成員中、農民は少なくとも成員
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総数の 100分の 80 を占めなければならないと規定され、農民を主体とした組織

とするという方針に変化はなく、議決権についても、付加表決権の規定はある

ものの、原則的に一人一票の原則を守ろうとするものとなっている（新法第 22条）。  

 さらに、剰余金の分配についても、新法第 44条で、「損失補填・公積金取得

後の当年の剰余は、農民専業合作社の分配可能剰余金となる。分配可能剰余金

は主に成員と当該社の取引量（額）の比率に基づき返還する。分配可能剰余金

の成員と当該社の取引量（額）の比率に応じて返還する返還総額は分配可能剰

余金の 100分の 60 を下回ってはならない。」と規定され、旧法と同内容の規定

が維持されている。 

 このように、新法の規定においても、①加入、脱退の自由、②一人一票の原

則、③取引量に比例した剰余金分配という協同組合原則の基本については、こ

れを維持しようとするものとなっており、農民専業合作社をなるべく協同組合

的な組織として維持し、発展させたいという当局の意図が示されたものとなっ

ている。 

６．中国の農民合作社の変遷の整理と位置付け 

１）中国の農民合作社の変遷の整理 

 これまで述べてきたことから改革開放政策開始後の中国の農民合作社の変遷

を整理すれば、図２のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２ 改革開放政策開始後の中国の農民合作社の変遷 

資料：筆者作成 

注．×印は農民合作社性の喪失（人民公社は解体）を示す。 
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 これまでの記述を振り返りつつ、図の下から順番に見ていきたい。 

人民公社は農村における社会主義計画経済の中心となった組織であった。農

村労働力の組織化を実現させ、農業の統一経営の下で、食糧の計画生産等を実

施した。ところが、農村の市場経済化の進展と農家請負経営の普及によってそ

の存在意義を失い、1985 年には完全に解体され、消滅した。 

供銷合作社は、改革開放政策開始時においては、全人民所有制度の下で公的

商業機関として機能していたが、改革開放政策開始後は集団所有の性格の回復

がめざされることとなり、1984 年１号文件では市場経済の下で農民の協同組合

として発展させる方向が示されていた。 

このため、農村の基層供銷社では、基層供銷社の傘下の販売店等の経営を従

業員が請け負う経営責任制が導入され、販売店等の経営効率化がめざされた。

ところが、こうした取組にもかかわらず、基層供銷社の販売店等は市場での競

争力を持ち得ず、取扱量が落ちて基層供銷社の経営が悪化し、基層供銷社は市

場から撤退せざるを得なくなった。 

供銷合作社の基層供銷社は廃止され、多くが一県一社となり、協同組合の方

向に向かうのではなく、特定の公司等を管轄する公的商業機関のままにとどま

ることとなった。2010 年ごろにはそうした方向性はほぼ確定したものとなり、

供銷合作社の農民合作社としての性格は消失することとなった。 

 農村信用社は、改革開放政策開始時には農民の集団有の組織でもあり国有銀

行の基層組織でもあるという性格を有していたが、供銷合作社とともに、1984

年１号文件では協同組合として転換していく方向が示されていた。1996 年の国

務院の「農村金融体制改革に関する決定」においても、農村信用社は協同組合

として農村金融を行うことが期待されていた。 

 ところが、現実には、貸付条件、利便性等の面から、農村信用社から貸付を

受ける農家は少ないままで推移し、独立した協同組合組織として発展すること

ができなかった。農村金融については、多くの地域で省クラスに農村信用連社、

県クラスに農村商業銀行、郷鎮クラスにはその分支行といった形での再編が進

み、農村信用社は農村商業銀行の分支行となった。 

農村信用社も供銷合作社と同様、多くの地域で、概ね 2010 年前後には農民

合作社としての性格を喪失するのである。 
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 社区株式合作社（経済組織）は、人民公社（生産隊、生産大隊）の解体とと

もに、農民集団財産の管理が的確に行われなくなったことに対応して求められ

ることとなった組織である。繰り返しになるが、ここで農民集団とは、人民公

社時代に基本採算単位であった生産隊のことであり、人民公社解体後は村民小

組のことである。新しく設置されるべき組織の名称については特段の定めはな

く、地区性合作経済組織、社区経済組織等と言われた。 

 経済の発展とともに農民集団の財産の内容は変化し、東部沿海地区を中心と

する経済発展地域では、郷鎮企業等の発展で多額の収益がある農民集団も見ら

れるようになった。農民集団に多額の収益がある場合は、その収益の一部は農

民集団の構成員に分配されることが必要である。社区株式合作社は、集団財産

の適正な管理とともに、収益の分配を的確に行うために採用されることとなっ

た企業形態である。 

 経済発展の影響が農村部へと拡大するとともにこうした必要性のある農民集

団は今後とも増加するものと考えられるため、社区株式合作社は今後とも存続、

増加していくこととなろう。 

 土地株式合作社は、土地を効率的に利用し、生産性の高い新型農業経営主体

の育成を図るという現在の中国農政の基本的目標に即したものであり、今後と

も土地株式合作社は存続することとなろう。2008 年農村土地請負法の改正によ

り土地請負経営権から土地経営権を切り離すことができるようにされたことは、

土地株式合作社の設立をより容易にするものである。 

 ただし、土地株式合作社は農村幹部によって村の土地利用の再編の一環とし

て行われることがある。土地を集めて郷鎮企業の用地として利用する等である。

そうした場合に強制的な手法をとれば、農民の意に反したり、利益を害したり

することとなる恐れもある。 

 また、土地経営権の出資による土地流動化は農民専業合作社の企業形態でも

できることが 2017年改正法で明記されることとなったことから、今後は農民専

業合作社を通じた土地流動化が併せて進むことが考えられる。ただし、農民専

業合作社で土地流動化を進める場合は、剰余金分配について主として事業利用

量に応じた分配にする等の農民専業合作社法の規定を満たさなければならない。 

 今後とも土地利用の再編や土地流動化のために土地株式合作社は必要とされ
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ようが、農民の土地に対する利益を害さず、また農民専業合作社の場合には農

民専業合作社法の規定に違反することとならないよう、その組織や運営の適正

なあり方について常に留意していくことが求められよう。 

 農民専業合作社（経済組織）は、これまで述べてきたとおり、中国農村の市

場化の進展とともに発展してきた組織である。本来は農家の自発的な組織であ

るが、徐々に行政の関与、供銷合作社の出資等によって設立される合作社も増

加していった。 

 2006 年合作社法の制定以来、行政の優遇措置等の支援策もあって農民専業合

作社が急速に増加したことは図１で見たとおりである。農民専業合作社は、中

国農村で、農業産業化や地域経済振興に適した組織と見られ、地方政府は各種

支援策を講じて競って農民専業合作社の設立を支援してきた。 

 その反面、国家の優遇措置や補助金を受けることだけを目的とした実体のな

い空殻合作社が増加しており、農民専業合作社の健全化を図る上での大きな課

題となっていることは前述のとおりである。 

 ただし、中国農村の経済発展における農民専業合作社の有用性が否定される

ものでもない。今後とも農村の各種の経済活動分野で農民専業合作社が設立さ

れ、その数は引き続き増加していこう。 

 

２）現在の農民合作社の位置付け 

 

 これまで検討してきたとおり、現在の中国農村に存在する主な農民合作社は

社区株式合作社、土地株式合作社、専業合作社の三種であるが、それぞれの合

作社の活動範囲や活動内容から共同の性格の実態を明らかにするため、①地区

性のある合作社であるか否か、②事業を複数総合的に行う合作社であるか否か

という分析軸で位置付ければ図３のとおりとなろう。 

 同図で縦軸は地区性の有無を、横軸は事業の総合性の有無を示す。 

 社区株式合作社は区域が農民集団の管轄地区に限られた地区性の組織であり、

一方で事業の範囲には制限がないことから第１象限に属する組織である。日本

の農協もここに属する。 

 

－ 123 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地株式合作社は、活動地区に特段の制約が定められているわけではないが、

主に同じ農民集団内の土地を受け入れることから実質的には地区性のある組織

と言えよう。ただし、近隣の他の農民集団の土地を受け入れる場合もあるので、

社区株式合作社ほど厳格な地区性組織ではない。土地株式合作社の位置を第４

象限にしつつ、第１象限に近づけたのはそういう意味である。 

 また、土地株式合作社は集めた土地で農業を営むだけでなく郷鎮企業の用地

として各種事業を営むことが可能であり、事業の範囲に制限がないのは社区株

式合作社と同様である。 

 専業合作社は設立する際の地区に制限はない非地区性の組織であり、社区株

式合作社が地縁的な組織であるのとは対照的である。 

 事業は、従来は単営であったが 2017年合作社法改正で複数の事業を行うこと

が認められた。同図の第３象限の黒い丸印と破線はそのことを示したものであ

る。 

 ところで、ある組織が単数の事業ではなく複数の事業を行う経済的メリット

は、複数の事業に共通資源があることによって生じる範囲の経済である。例え

ば日本の農協では各種事業の利用者である組合員は共通であり、組合員の情報

は各種事業の共通資源として利用される。こうしたことが可能なのはもとより

  図３ 中国の農民合作社の事業と地区性 

資料：筆者作成 
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日本の農協が地区性の組織であり、同じ組合員が農協の実施する全ての事業を

利用するためである。 

 専業合作社のように非地区性の組織が複数の事業を実施する場合、それぞれ

の事業で利用者が異なるであろうことから日本の農協のような範囲の経済は期

待できない。非地区性の組織の場合、本来はそれぞれの事業ごとにその事業を

利用する会員で組織を形成するのが自然である。 

 したがって、専業合作社は 2017 年合作社法改正で複数の事業を実施すること

が認められたが、その多くはこれまで実施してきた事業の関連事業に限られる

のではないか。利用者が異なってしまうような全く新しい事業を専業合作社が

導入することは困難であろう。 

専業合作社は制度的には第４象限に属するが、その実質的な運営から見れば

第３象限に属する組織に近いだろう。同図で、専業合作社の位置を第３象限に

近づけたのはそうした意味を示したものである。 

なお、同図の第２象限には現在は該当する農民合作社はないが、供銷合作社

または農村信用社が農民合作社として存続していればこの第２象限に属するこ

ととなろう。 

以上のとおり、現在の中国の３つの農民合作社は、企業形態だけでなく、そ

の活動地域や活動範囲もそれぞれ異にしており、その農民合作社としての位置

付けまたは役割が異なっていることが確認されよう。 

７．終わりに－中国農民合作社の今後の課題－ 

 1984 年１号文件は改革開放政策開始後の農民合作社の基本的方向を示した

ものであったがその構想は結果として実現しなかった。これまで述べてきたと

おり、協同組合としての発展が期待された供銷合作社と農村信用社が農民合作

社性を喪失し、その一方で農民専業合作社の役割が増大している。 

 ところで、このような現実は、中国農民合作社の再編または中国の農家にと

って何を意味しているのだろうか。 

 供銷合作社と農村信用社は、それぞれ農家の販売・購買事業および信用事業

の共同化を担う地区性（原則として１郷１社）の組織であった。日本では、こ
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うした事業は全てそれぞれの地区の農協によって担われている。日本の農家は、

一般的に、生産物の販売、生産資材の購入、運転資金の融資等の業務はその地

区にある農協を通じて行っており、農家の健全な農業経営にとって農協は不可

欠の存在であり、農協がなければ日本の農家は大きな不便を感じることとなろ

う。 

 ところが、中国農村では農家の大多数を占める食糧生産農家の販売・購買事

業および信用事業の共同化を担う協同組織が現在は存在していない。社区株式

合作社は農民集団の財産の管理を主な業務とする行政経済組織であり、土地株

式合作社は土地流動化を主な目的として設立される公的経済組織である。 

 また、農民専業合作社は新規農作物導入等の特定の作物や事業を対象とした

組織であり、その地区の農家であれば誰もが参加できるような組織ではない。 

 中国農村では、食糧生産農家であれば生産した食糧を従来からの食糧企業に

売却し、肥料等についても従来から取引のある業者から購入すること等によっ

て、現実的な不都合は生じていないということかもしれないが、その一方でこ

うした現実は農家経営の自主性を損ね、取引条件を不利なままにとどめておく

結果となることに留意すべきである。 

 中国では、前述したが、生産性が高く効率的な農業経営主体として家庭農場

の育成が進められているが、食糧生産を行う家庭農場にしても加入すべき適当

な合作社が存在しないのである。家庭農場の食糧生産経営の安定のために特定

の食糧企業に生産した食糧の全量を買い上げてもらうといった方法もあろうが、

これは当該食糧企業のインテグレーションを強化するものであっても家庭農場

の食糧生産の自主性を高めるものではない。 

 中国農村で、食糧生産経営のための販売・購買事業および信用事業を行う協

同組合組織が欠如していることが、食糧生産経営を行う農家の発展にとっての

一つの桎梏となっていることは否定できないだろう。ただし、その一方で、こ

れまでの経緯に鑑みれば中国農村でこれから食糧生産経営のための販売・購買

事業および信用事業を行う協同組合組織を育成することは困難である。 

 2017 年改正法で、農民専業合作社の準協同組合組織としての性格を維持した

のは、農民専業合作社にその受け皿としての役割をある程度期待したというこ

とかもしれないが、農民専業合作社は本質的に特定の農作物を対象とした非地
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区性の組織であって、食糧生産経営を行う多数の農家のための受け皿としては

不十分である。 

 食糧生産経営農家のための協同組合組織をどう整備するかは今後とも中国の

農民合作社に関する政策の大きな課題として残ろうが、すぐに解決されるとい

うものではなさそうである。そして、この現実は、中国の大多数の食糧生産経

営農家の自主性は乏しく、その取引条件も改善されることなくとどめ置かれる

ということに留意が必要である。 

 

注 

 

１）各年の最初に中共中央・国務院から発出される政策文書。 

２）中国で「合作組織」と「合作社」の用語の使い分けは必ずしも明確ではないが、企業的

な経済活動を行う組織を「合作社」と呼び、そうした経済活動を行わない社団的な組織

を「合作組織」と呼んでいるようである。 

３）都市化の進んだ地区では、郷に替えて鎮と言った。 

４）中国統計年鑑 2005。 

５）全人民所有とは言わば国有のことであり、国民であれば必然的にその構成員となるので、

加入、脱退という概念はない。 

６）中国の地方組織は基本的に省、地区、県、郷の４段階で構成され、市には省級市、地区

級市、県級市の３つがある。ここで「市（地区）」とは、地区または地区級市を示した

ものである。 

７）ここでの「集団所有」は、所有制を全人民所有と集団所有に分けた場合の集団所有であ

って、協同組合性を有するか否かには関係がない。 

８）農業の政策銀行として農業銀行が設立されていた時は農業銀行。1979 年以降は農業銀

行。 

９）「差額引受」とは、国家計画の下で統一的な預貸計画を定め、預金額を査定して貸付総

額を決定し、預貸の差額が一定額以上であることが保証されれば貸付項目について裁量

を認めるというもの。 

10）参考文献２、69 頁。 

11）参考文献１、235 頁。 

12）農産品市場週刊 2005 年 26 期。 

13）調査実施時期は、四川省および江蘇省は 2004 年 10 月 5 日から 23 日まで、黒竜江省お

よび湖南省は 2005 年 7 月 16 日から 8 月 1 日まで、浙江省は同年 11 月 20 日から 25 日

までである。このうち、四川省、江蘇省、黒竜江省および湖南省の４省については、独

立行政法人国際農林水産業研究センターの実施する日中共同研究プロジェクト「中国食

料の生産・市場の変動に対応する安定供給システムの開発」の一環として実施したもの
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である。 

14）「農業部、100 の農民専業合作経済組織を試験的組織として確定」『農村経営管理』（2002

年 11 月）。 

15）2003 年 10 月 30 日「農民日報」。 

16）現在まで ICA（国際協同組合同盟）の会員として登録された中国の農民専業合作社はな

い。 

17）生産隊の多くは、解体後、その行政的機能は村民小組に引き継がれた。 

18）参考文献５、15 頁。 

19）同改正については、参考文献７、第３章を参照。 

20）https://www.ruiwen.com/gongwen/zhangcheng/66898.html 

21）中国の土地は現在でも社会主義所有制度が適用され、その所有主体は全人民（国有）ま

たは農民集団（公有）に限られる。 

22）https://wenku.baidu.com/view/6ad462b8ca50ad02de80d4d8d15abe23492f0336.html 

23）参考文献６（以下「CARD2019 報告」という。）、7 頁。 

24）「家庭農場」は、2013 年１号文件で初めて提起された農業経営主体の概念であり、「家

族構成員を主要な労働力とし、大規模化、集約化、商品化した農業生産経営に従事し、

農業収入が家庭の主要な収入源である新型農業経営主体」とされる。 

25）CARD2019 報告３頁。 

26）たとえば、CARD2019 報告 11～18 頁。 

27）CARD2019 報告 22～23 頁。 
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米市場における競争の特性―産地品種銘柄の役割 
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１ はじめに 

 この小文は、食糧管理制度の下で、1969 年の自主流通米制度の導入に伴い、

農産物検査法の銘柄検査の規格として採用された産地品種銘柄は、1995 年の食

糧管理法の廃止、2004 年の食糧法の改正を経て、自主流通米制度が廃止された

現在でも、検査規格として定着し、検査と相まって、米を仕分けし、米市場で

銘柄として流通させているが、産地品種銘柄がもたらした製品差別化と米市場

の競争の特性を分析することを目的とする。 

現在、我が国の米市場（主食用米に限定する）は、WTO の枠組みの下、ミニ

マムアクセス米の輸入を除き、禁止的関税によって、国際市場の影響が遮断さ

れ、需要に応じた生産が誘導されているが、市場の所産として、産地品種銘柄

ごとに取引が行われ、価格が形成されている。産地品種銘柄の間には、価格差

が存在している。 

1942 年に制定された食糧管理法に基づいて、戦後も、政府による米の直接管

理が長らく続いた。昭和 40年代に入り、米の自給が達成した直後から潜在的生

産量が需要量を上回る時代に入り、1969 年に、生産調整による量的生産抑制、
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政府米と政府を経ないで流通する自主流通米が併存する「混合流通システム」

（佐伯尚美 1986、参照）が導入された。その際、自主流通米について農産物検

査法の銘柄検査を行うこととされ、その規格として産地品種銘柄が採用された。 

戦前の自由取引時代においても、品質差を反映するものとして銘柄が存在し

ていた（守田 1966、持田 1970 等を参照）。戦前と現在の流通の間には、色々な

面で差異があるが、その一つが、消費者の選択と銘柄の関係である。戦前は、

小売で、卸売から購入した様々な銘柄の米を、搗精し、白米の規格に沿って、

混合・調整し、季節を通じ安定した味を持つ米（白米）が販売された。銘柄に

よる取引は小売と卸の取引で終わり、消費者が銘柄を基準にして米を選択する

ことはなかった（守田 1966 は、戦前の米の銘柄について、留意点として「米の

銘柄は、消費者の段階にあっては原型を止めないまでに解消してしまう」とし

ている）。 

現在は、出荷・販売される米の約４割は、単協を通じて全農各県本部に販売

が委託され、残りは直接委託を受けた単協が単独で、又は生産者自らが、卸売

又は小売業者や直接消費者に販売している。消費者は、家庭内で調理し、又は

調理済みのものを購入して消費するほか、外食において消費する。家庭用に精

米を購入する場合は、その６割をスーパー等量販店で購入する。すなわち、戦

前と異なり、単一の品種が精米で小袋詰めされた商品形態が流通の主体となっ

ており、消費者はその商品形態で米を選択し、購買する。 

水稲の作付けに当たって、品種の選択は生産者の意思決定によるが、現在は

行政を通じた米の生産目標は与えられていないものの、農協、行政等による生

産誘導方針、水稲作付けと転作した場合の相対的収益性等を考慮し、水稲作付

面積や圃場を決め、品種を選択する。概算金の水準、販路や販売代金の確保、

出荷調整上の便宜（多くは自前の施設を持たないため農協の乾燥調整施設に籾

を持込むだけで出荷調整プロセスが終了する）、委託手数料等の費用便益を勘案

して、多くの生産者は系統農協に販売を委託する。自ら販路を見出し、自前の

施設を装備する生産者は、販路や価格、必要な作業時間等を考慮した効率的な

労働配分、機械利用等を勘案して、独立して選択する。従って、多くの生産者

にとって、品種の選択に当って、販売の委託を受け販売活動を行う系統農協の

意向の影響が大きいと推測される。 

－ 130 －



 

系統農協はこれらの生産者からの販売委託に基づき大きい支配力を持つこと

から、独自に出荷販売をする生産者を周縁（competitive fringes）に持つ支配

企業（dominant firm）として、その販売行動を捉えることが可能である（田家

2020 参照）。産地品種銘柄が市場における米の銘柄の規格として採用されたこ

とは、当該県によって独占的にその銘柄の供給が行われることになるため、系

統農協にその銘柄の市場で支配力を持たせるとともに、行政と一体となった販

売促進活動を通じた産地間競争を促進した。 

作付け品種に関し特徴的なことは、1969 年に産地品種銘柄が導入された以

降、当初指定県が３県に止まり、ササニシキのはるか後塵を拝していたコシヒ

カリが、1979 年に作付けシェアの第１位になってから、年々シェアを高め、現

在は 33％になっているが一時は 38％を占め、県ごとに見ると一番の作付け率と

なっている県も多いことである。価格面でも、魚沼産コシヒカリをトップとし

て、どの産地のものについても、同じ産地の他の品種に比べて、高くなってい

る。最近、各県において、新品種の導入が盛んであるが、その多くが目指すと

ころはコシヒカリ並の品質におかれている。 

一般社団法人日本協同組合連携機構による「農畜産物等の消費行動に関する

調査結果－2019 年度調査」において、「主に購入・入手する米の品種と今後食

べたい米の品種」が複数回答で尋ねられているが、主に購入・入手する品種と

して、コシヒカリ（52.6％）、あきたこまち（25.4％）、ひとめぼれ（19.8％）

等の順、今後食べたい米の品種としては、コシヒカリ（57.7％）,あきたこまち

（31.0％）、ひとめぼれ（28.5％）、ゆめぴりか（22.9％）、つや姫（20.2％）等

の順となっている。2016 年度から同様の調査が実施されているが、この傾向は

変わらない。 

産地品種銘柄は、等級で捉え切れない品質による商品価値の相違を仕分ける

目的を持つ。経済学（産業組織論）において、製品差別化は、企業の戦略手段

の一つとして取り上げられ、分析されている。単純に言えば、同じグループの

製品について消費者がそれぞれ異なると認識するとき、差別化されているとさ

れる。従って、米市場は、製品差別化市場に該当するということができる。 

企業戦略としての製品差別化は、企業が製品について独占的な地位を持つ、

すなわち右下がりの需要曲線に直面し、均一財のケースのように競争相手の価

格の引下げによって市場を一気に奪われないようにし、また、市場全部を失う
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ことなしに、価格を引き上げることができるようにすることである。価格競争

を緩和する効果を持つ手段とみなされている。 

寡占競争において価格を手段として競争する場合、Bertrand(1883)によって、

均一財について、均衡価格は価格を所与として行動する完全競争の場合と一致

する（均衡価格＝限界費用）という、いわゆる Bertrand パラドックスが見出さ

れた。これに関して、Edgeworth(1897)が安定した均衡は存在しないことを示し

たが、製品差別化のケースについて、Chamberlin(1933)と Hotelling(1929)に

よって均衡の存在が主張された。 

その際、二つの先行研究で用いられたモデルを基礎として、製品差別化の理

論が展開されている。前者については代表的消費者（presentative consumer）

モデルと、後者のモデルを基礎とするものは、アドレスモデル、位置モデル又

は空間競争(spatial competition )モデル等と呼ばれている。 

後者のモデルに関連して、製品差別化は、水平的差別化（horizontal 

differentiation）と垂直的差別化（vertical differentiation）とに区別され、

それぞれ対応するモデルを使って多くの論文が書かれている。前者は、製品間

で、好む製品の順序が消費者間で一致しないケース、後者は好む製品の順序が

一致する場合である。例えば、前者は、車の色が異なる自動車を選択する、後

者は燃費効率が良い自動車を選択するような場合である。 

産地銘柄又は品種銘柄でなく、産地と品種を組み合わせた産地品種銘柄が採

用されたのは、商品価値に関連する品種間で品質に違いが存在し、更に、同じ

品種間でも産地によって発現する品質に差が生ずるので、それを仕分けるため

銘柄の規格として適当であるということであった（世木 1969）。それぞれの産

地品種銘柄は、地理的空間において、それぞれが生産される箇所に応じてアド

レスを持つと考えることが可能である。このため、上のようなアドレスモデル

等と呼ばれる空間競争モデルを適用した分析が可能である。 

米市場は、産地品種銘柄の各年産米について、系統農協が出来秋直前に生産

者に支払う概算金が公表され、これを（「岩盤」とも言われている）基に卸等と

の価格交渉が始まるが、第４節で明らかにする製品差別化のモデルが前提とし

ているような価格に関して積極的な行動（相手の販売を奪い、退出させるよう

な侵奪的な価格設定）を通じた産地間での価格競争は想定し難いかも知れない。
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ただし、各年産の概算金の設定の状況を見ると、産米を売り切るため他産地の

動きに敏感に反応していることが窺われ、価格競争が行われていないという意

味でない。 

製品差別化がもたらすメカニズムを考えることは、米市場の特性を知る上で

意義がある。経済学の理論においては、品質が均質化すると価格競争を招き、

価格低下をもたらすとされるが、コシヒカリの作付けシェアが高まって行った。

消費者のし好に加え、空間競争が米市場の基礎にあることによって、むしろ作

付けシェアの増加を促したことを示す。所与の地理的空間において消費者を

巡って競争する場合、輸送費用を伴い、遠隔地にある産地の米はその費用がか

かるので、その空間の近傍に立地する産地間に限定した競争となる。しかもそ

の空間において立地場所に近い消費者に対してはそこで生産される米が独占的

な地位を持つからである。コシヒカリは、地域的適応性が大きいため、多くの

県において栽培されている。空間競争のメカニズムにも支えられ、自県内に後

背地を持って、産地品種銘柄としてのコシヒカリが全国的に増加した。 

コシヒカリを巡っては、その品種の育成過程については、全国米穀配給協会

編纂瀬古秀生監修（1976）『稲の品種改良』において当時の福井県農業試験場長

石黒慶一郎氏によって報告されている。また、栽培の各ステージにおける各県

における試験とその実用化に向けた取組みを詳細に報告するなどコシヒカリの

栽培技術を集大成した日本作物学会北陸支部・北陸育種談話会編（1995）があ

る。育種当時様々な欠点を持ちながら、食味が良好であることに着目し、特に

北陸の県が連携して栽培上の技術の開発によって、欠点を克服し、栽培県が北

海道、東北（福島県を除く）を除き、全国に広がって行った経過が各県の技術

者によって実地栽培データとともに克明に記述されている。このように各地に

おいて、それぞれの自然条件に応じ、コシヒカリの品種特性を長所はそれを発

揮させ、欠点についてはその発現を抑制する技術の開発普及があったことはい

うまでもない。 

この小文の構成は、次のとおりである。第２節で、産地品種銘柄が米市場に

もたらした競争の特性を考えるため、契機となった自主流通米制度の導入に関

し経済分析を行う。垂直的差別化モデルを使って、政府米の売渡しに関する潜

在的需要曲線のうち、品質（良食味）に対し大きい限界支払用意を持つ者によ
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る需要を取り出し、それに対し政府を経ずに供給する自主流通米制度を導入す

ることにより、生産調整の実施とあいまって、財政負担の削減と過剰米の発生

のリスクを抑制する（政府が保有することを回避する）制度として設計された

ことを示す。第３節で、産地品種銘柄の成立ちを知るためが銘柄の規格として

選択された理由を当時担当者によって書かれた文献等を参考に明らかにする。

自主流通米制度が導入される際、農産物検査法に基づき銘柄検査を行うことと

され、その規格として、産地品種銘柄が採用された。その理由を当時の担当者

が書いた文書から確認するとともに、各年産についての産地品種銘柄の指定状

況を解説した文書から、単なる取引の円滑化のための規格でなく、良質米の生

産を拡大するための良質米奨励金等の諸施策の対象となる良質米の同定という

役割が与えられたことを明らかにする。第４節で、産業組織論における製品差

別化に関する理論を概観するとともに、コシヒカリの作付けを増加させた基礎

には市場の空間競争メカニズムが寄与したことを説明する。第５節で、議論を

締めくくるとともに、産地品種銘柄が生産流通消費の面において定着している

状況の下において、農産物検査と産地品種銘柄が相まって、米に関し、非対称

情報に伴う問題の発生を防止する役割を果たしていることを指摘する。 

２ 自主流通米制度の導入の経済分析 

産地品種銘柄が米市場の競争にもたらした効果を考えるため、その導入の契

機となった自主流通米制度によって何が目指されたのか、そこで、産地品種銘

柄に何が期待されたのか、制度発足時に遡って、経済学の観点から検討する。 

当時、政府は、食糧管理制度に基づいて一元的に米の買入及び販売を実施し

ていた（政府による米の直接管理）。生産者に対して国への売渡し義務を課した

上で、再生産を維持できる水準として設定された価格で買入れを行い、一方で、

登録された小売業者以外への販売を禁止した上で、家計の安定を図る水準とし

て設定された価格で卸売業者に販売を行なった。卸売業者は、登録された小売

業者に販売し、小売業者は登録され、かつ、配給通帳を持つ消費者に販売を行

なっていた。買入れ及び販売に要する費用並びに取扱い事務に要する費用は、

卸への販売収入と国の一般会計からの補填によって賄われていた。 
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昭和 40 年代初めまで、米は国内生産では不足していたため輸入をしていた

が、昭和 42 年産米、43 年産米が豊作で一挙に自給を達成し、政府が買い入れ

た米が販売量を上回り、政府に過剰米が積み上がり、その処理に膨大な経費を

要することが見込まれた。 

当時、一方では自給を達成し、他方、過剰処理を余儀なくされたことから、

食糧管理制度のあり方をめぐって、政府、自民党、農業界、財界において様々

な議論が巻き起こった。結局は、「制度の根幹はこれを維持して直接管理の長所

を生かすとともに、米穀の品質問題の前進を図る等自由の長所をあわせ実現す

るため」（昭和 44年５月 23 日付け「米穀の自主流通制度要綱」）、生産者からの

買入れ及び卸売への販売が国を経由することなく行われ、また、価格も生産者

団体と需要者団体の間で自主的に決定する自主流通米制度が 44 年産米から創

設されることになった。 

図１に、仮に、自由な市場での需要と供給によって価格が形成されるという

通例の状態に米産業が置かれている場合と比較して、食糧管理制度の下におけ

る価格の設定とそれによってもたらされる需給関係が模式的に示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

図１の曲線 Dは需要曲線であるが、考え方として各消費者の米についての潜

在的な限界支払用意（限界効用）を大きい順に左から右に向けて限界支払用意

の水準ごとの需要量を足し合わせ並べたものである。 

図１ 食糧管理制度下の米の需給 
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また、S は供給曲線である。各生産者の限界費用曲線を横に足し合わせて導

出される。本来は、キンクして直線となる部分が描かれ、その供給量が、水田

面積、反収等による当時の生産の制約（限界費用が無限となる）が示されるが、

省略している。 

米も通常の産業の環境にあれば、均衡点が Eとなる。ここでは、生産者米価

（PS）、消費者米価（PC）が外生的に決定されており、それらに従って、生産者

は政府に売り渡し（政府は買い入れ、消費者（この場合卸）は購入する（政府

は売り渡す）。供給曲線 S'は、生産力が需要量を満たすに至らない状況（昭和

４２年以前の状態）を示し、S は生産力の増加によって、供給曲線が右下にシ

フトしている状況を示している。 

生産力の増加により、需要量を上回る米の供給が行われ、S を政府に対する

供給曲線と考えれば、政府による買入量（QS）が売渡量を超過し、過剰（QS―

QD）が発生する状況が示されている。 

これに伴う財政負担は、生産者米価による買入費と管理費を加えた費用と売

渡収入とのの差額の補填（逆ザヤ補填）に加え、過剰米を処理する場合の損益

計算上の棚卸資産の減損処理費が必要となる。前者は米の安定供給を支える費

用であるため一気に縮小することは政治的に困難であるが、逆ザヤ補填の総額

の縮減と後者の発生防止による食糧管理の効率化に焦点が当たることになる。 

図１で示された状況の下で、次のような措置が採用された（図２参照）。 

① 生産調整の実施 

生産者米価（PS）の下での潜在的生産量（QS）を消費者米価（PC）の下におけ

る需要量(QD)に均衡させるため、量的調整（生産調整）によって過剰分を削減

する。これによって、過剰の発生リスクを抑制し、過剰処理に要する負担を生

じないようにする。図 2の斜線で塗られた部分。 

② 自主流通米制度の導入 

需要曲線（D、この場合は、政府売渡しに対する潜在的需要）の限界支払用意

が大きい部分（線の左上の部分）の需要を囲い込み（セグメンテーション）、政

府による売渡しによる供給によらずに、市場で供給される仕組み（自主流通米

制度）を導入する。政府売渡しに対する潜在的需要曲線 D'は、Dの左上の部分

を自主流通米の需要として取り分けた後のものである。これによって、量 
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（QD-Q'D）について政府が買入れを行う必要がなくなる。逆ざやの負担を含め

政府の支出を要しない。図２の横線で塗られた部分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府の売渡しに対する潜在的需要曲線 Dから限界支払用意が大きい需要を取

り出し、別のスキーム（市場）で供給することが構想された実質的理由は、１）

政府米に対し、政府への売渡し以降卸に販売するまでの一切の費用は政府が負

担していたが、政府を経由しないことによるいわゆる輸送費用等流通経費は生

産者の負担となるため、実現する価格からこれらの費用を差し引いて得る手取

り価格が政府の買取り価格に比べて十分優位となる水準を確保する必要がある

こと、２）政府米の品質に不満があり自由に選択できるようにすべきであると

いう政府による直接管理に強い批判があり（これらは大きい限界支払用意を持

つ者から生まれている可能性がある）、これが食糧管理制度の見直しの必要性の

理由の一つとなっていたこと、３）過剰の発生は品質を無視した多収性の品種

による生産による面があり良質の質を重視した品種への誘導が言われていたた

め、それらの生産を促す必要があったことである。 

これらの要請に応えながら、政府米への需要からどのように特定し取り出す

か、また、その需要に向けて、食糧管理の枠組み（政府米と自主流通米の相互

間の横流し防止）を損なうことなく、生産者から消費者に至るまで安定的に流

通させる制度設計を行なう必要があったが、そのような良食味米を仕分ける手

図２ 生産調整と自主流通米制度の効果 
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段となったものが産地品種銘柄であったと考えられる。 

図１及び図２の潜在的な需要曲線 Dの左上の部分の需要がどのような性質を

持ち、どのように取り出すのか。第４節で議論するが、製品差別化の垂直的差

別化モデルを使って考えてみる。 

Tirole(1988)に従って、次の関数によって、消費者は 1単位消費することに

よって効用が得られるとする。 

（１）� = �� − � 

ただし、�は、品質に対する消費者の限界支払用意とし、また�は品質、�は 

価格である。限界支払用意�は、消費者の所得によって異なるとし、 θθ , の区 

間に存在するとする。図３のような線上のこの区間に一様に分布していると仮

定する。消費者�(= 1, , , ,�)は、その限界支払用意��で表わされるとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３のような市場に、品質 q
1
、価格 p

1
とする製品１が供給されているとす

る。切片が 1p− 、傾きが 1q の直線 Lで効用水準が表されている。製品１は、政

府米とする。 

この市場に品質 2q 、価格 2p の製品２（自主流通米）が投入されるとする。

ただし、 21
qq < とする。製品１と製品２から購入して得られる効用が無差別で

ある消費者をθˆとすると、（１）から、 

図３ 製品差別化と効用 
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（２）
1122

ˆˆ pqpq −=− θθ  

が成立する。これから、 

（３）
12

12
ˆ

qq

pp

−

−

=θ  

図３に、製品２から得られる効用が、切片が 2p− 、傾きが 2q の直線 Hで表 

されている。直線 L と直線 H が交わる限界支払用意を持つ消費者が、θˆで表さ

れている。大きい効用を得るためには、製品１より高い価格を払う用意がある 

消費者が存在することを前提としているので、 21
pp < を仮定している。 

θˆより大きい限界支払用意を持つ消費者は、製品２によって得られる効用の

方が大きいので、製品２を選択し、政府によって売り渡される製品１から製品

２にスイッチする。これが、大きい限界支払用意を持つ需要を取り出すことで

あり、その結果、図１及び図２のように政府からの売渡しに対する需要曲線 D

を D'にシフトさせる。供給を独占している政府による割当てでなく、大きい限

界支払用意を持つ、すなわち大きい効用を得るためには高い価格を支払っても

良いと考える消費者の選択によって、政府米への需要を削減することを意味す

る。 

消費者は、（１）による効用が正のとき、1単位購入するとする。製品２の需

要量は、製品１の品質 ,1q 価格 1p を所与として、 

（４）
qq

pp
D

12

12
2

−

−

−= θ  

である。製品２を供給する生産者の利潤は、 

（５） q
qq

pp
p

2

2

12

12

22
2

1
)( −

−

−

−= θπ  

である。ただし、 q
2

2
2

1
は、品質 2q を得るための費用とし、品質が高くなる

ほどより大きくなる。米について言えば、良質米は収量が小さく、単位当たり

費用が大きくなるので、このように仮定することが可能である。 

（５）を 2p に関して微分して、最大化の１階の条件の条件から、 2p を求め

ると 
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（６） 2/))((
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*

2
pqqp +−= θ  

となる。なお、製品１について利潤を最大化する価格を導出しないのは、政

府によって家計を安定させる水準として、外生的に設定されるからである。製

品２は、この外生的に設定された価格水準を所与として利潤最大化価格を選択

する。 

（６）を（５）に代入すると、利潤が得られるが、生産者にとって、政府に

売り渡した場合の利潤に比べて有利かどうかに関心がある（ここでは、便宜上

単純に価格で比較している）。品質の評価は高くないが収量が多い品種から、良

質な品種に代えて自主流通米向けに生産する場合は、収量が少ないため費用が

大きくなり、その上に、政府に売り渡す場合負担を要しない流通費用の負担が

必要となる。収量が少なくなることに伴う費用の増加を考慮すれば、（６）の価 

格 p
*

2
が、少なくとも政府に売り渡した場合の価格（生産者価格） pに流通費 

用cを加えたものを上回らないとメリットは期待されない。すなわち、 

（７） p
*

2
＞ cp +  

図４は、図３に、（７）の条件が持つ意味を理解するため、 p
*

2
と cp + の関 

係を書き加えたものである。p
*

2
＞ cp + を満たすためには、効用線を下にシフ 

トさせ、無差別の消費者が右に移動する。自主流通米を選択する消費者が減少

する。自主流通米の拡大と生産者のインセンティブの両立のため措置されたの

は、良質米奨励金等の奨励措置であった。財政負担の軽減のため、政府米につ

いて措置された消費者米価の引上げと生産者米価の抑制も、自主流通米の拡大

の環境を整備した。 

実現する価格が、 pcp <−
*

2
となっても、例えば奨励金mが、 pmcp >+−

*

2
 

を満たすような水準で交付されることにより、二つの課題が両立する。 
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自主流通米が成立する条件をまとめると、次のようになる。高い価格の実現

が期待される米を選択されることになる。 

① 政府米より高い価格を支払っても、それより高い品質を持つ米から大きい

効用を得る消費者が存在すること。 

② 消費者が支払う用意がある価格は、生産者にとって負担することになる輸

送費用等流通費用を差し引いても手取りにおいて、少なくとも政府への売

渡価格（生産者価格） pよりメリットがあること。 

③ しかし、②の確保と自主流通米の拡大の両立が難しいので、自主流通米の

拡大のため、財政資金による奨励措置によって、生産者メリットを与える

こと。 

 

ここでは、政府米の売渡しへの潜在的需要曲線 Dの左上の部分の大きい限界

支払用意を持つ需要を取り出すため、高い品質q
2
の米を投入した場合消費者の

選択に与える影響を示したが、議論を簡単にするため、実際は様々な米が投入

されることを無視して、これらの集合としてq
2
で表した。 

自主流通米制度が導入された当時論評したものは少ない。後に自主流通米価

格形成機構を通じた入札取引が開始された機に、遡って自主流通米制度の意義、

米流通において果たしてきた役割について、噴出するように一気に多くの論文

が書かれた。それだけ、当時、研究者の間に自主流通米に見通しを持つ者が少

図４ 自主流通米の成立条件 
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なかったのでないかと想像される。 

知る限り、発足当時に書かれたものとして、鈴木（1969）（「自主流通米の意

義と役割」『農業と経済』11 月号 39-47 頁）が自主流通米の意義と問題点につ

いて概観し、政府米と比較してそのメリットの実現につき懸念を指摘している。

これに関しては、国立国会図書館調査立法考査局（1970）（調査資料 70-2 昭和

45 年 4 月『新局面にたつ食管制度と自主流通米』）によって、自主流通米が流

通し始めた初年度の実績を踏まえ、生産者の手取りベースで、メリットが少な

いため計画どおり流通しない状況について報告されている。 

純粋に、良質米を政府米と差別化し、消費者の大きい限界支払用意の存在を

想定し、その選択に期待するだけでは、現実問題として、自主流通米の定着・

拡大に必要なメリットを与えることが難しいことが懸念されていたと推測され

る。 

生産調整や自主流通米制度の導入の引き金となった、過剰米の発生に伴う第

１次過剰米処理対策（昭和 46年度～昭和 49年度）では約１兆円の損失を処理

した。さらに、第２次過剰米処理対策（昭和 54年～昭和 58 年）に行われてお

り、約２兆円の損失を処理するという事態が再び生じた。 

第２次の処理に当って、国会において、政府として三度過剰を発生させない

ことを確認させられた。この課題が、農林水産省内の食糧管理部局と生産調整

部局に至上命題として与えられ、良質米の生産の拡大と生産調整の拡大のため

の取組みが強化されて行った。良質米奨励金等による良質米生産の強力な誘導

などが行われ、産地品種銘柄は、単に公正かつ円滑な取引のための銘柄の鑑定

という農産物検査の観点でなく、良質米生産の誘導のための良質米奨励金等の

助成や品質格差の導入の対象の絞込みとしての役割が与えられるようになっ

た。 

政府管理による米の供給は、基本的にその県の需要はその県を産地とする米

で賄い、余剰となる部分を線型オペレーションによって導出された経路に沿っ

て輸送し最も費用が安くなる、不足する県に供給した。従って、いわゆる良質

米を産出する県では政府米でも良質米が配給される公算が大きいため、自主流

通米の市場として期待される消費地は限定され、このため、特定の消費地に供

給が集中し、安定して高い価格が実現する保証はなかったと思われる。生産者
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を代表する指定法人と需要者団体との価格交渉は簡単には行かなかったと想像

される。市場における消費者の選択だけに委ねると、生産者がメリットを得ら

れる価格が実現する品質を持つ米は限定されていたであろう。 

消費者の選択という面からは、自主流通米の拡大を行なう一方で、輸送費用 

を負担してもなおメリットがあるように政府への売渡価格（生産者価格） pを 

大幅に上回る価格を実現することは困難であった。自主流通米を供給する生産

者にメリットを与え、自主流通米の拡大を図るためには、財政的な奨励措置に

よって直接メリットを与えることが必要であった。過剰米処理を三度繰り返さ

ないため、政府が買い入れることによる過剰米発生のリスクを避けたいという

方針が優先して行った。 

同時に、政府米の供給に関し、自主流通米市場の拡大を行なうため、政府米

の供給を縮小するとともに、消費者米価の引上げ、生産者米価の抑制が行なわ

れていたことも、自主流通米の拡大に寄与してきた。もう一度、製品１の品質

と価格を所与とした、製品２の最適価格を示す（６）を掲げる。 

（６） 2/))((
112

*

2
pqqp +−= θ  

製品２の価格に影響するものは、製品１の価格 1p 、米の品質に対する限界支 

払用意の上限や製品２の品質であることを示している。 

自主流通米の価格の推移を見ると、供給が増加しているのにかかわらず、上

昇しており、これは、佐伯（2009）が強調しているように、消費者の良食味志

向の強まりがあったと考えられる。これには、所得水準の向上とともに、各県

における良質米の生産に向けての技術指導による品質の向上、県産米の広告宣

伝や消費地市場への売込み等を通じた産地間競争が促した面があった。米の銘

柄の規格を産地品種銘柄としたことが、「産地」の行政・農業団体一体となった

産米改良と販売促進活動を組織することを容易にしたことは、十分に推測され

る。 

自主流通米の拡大を牽引したのは、コシヒカリとササニシキであった。自然

条件と技術が許容すれば、各地域では、この二つの品種を導入し、又は生産を

拡大することが生産者の収入拡大を図る上で適切であった。全国的な国民の所

得向上に伴い、県内にこれらの品種に大きい支払用意を持つ層が確実に存在し、
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隣県で同じ品種の生産が行なわれていても、輸送費用を考えれば、確実に市場

が存在する。しかも、どの県でも水田面積には制約があり、例えば、コシヒカ

リを生産する隣県があっても、他県産米の移入が県内市場を席巻するほどの規

模で移入することは考えられない。多数の県において、コシヒカリの生産が共

存し、これらの集計的所産としてコシヒカリの作付けシェアが卓越して行った

と考えられる。これをもたらした市場のメカニズムを、第４節で検討する。 

３ 銘柄規格として産地品種銘柄が採用された理由 

自主流通米の検査に関し、「米穀の自主流通実施要綱」（昭和 44年 6月 9日付

け農林事務次官依命通達。以下「実施要綱」という）第８に次のように規定さ

れた。 

第８自主流通米の検査 

１銘柄の検査 

（１）自主流通米制度の実施に伴い、銘柄について農産物検査法（昭和 26年

法律第 144 号）に基づく検査（以下「検査」という。）を行なうものとす

る。 

（２）（１）の検査を行なう銘柄については、指定法人、全国需要者団体等の

意見をきいて、所要のものを設定するものとする。 

（３）政府へ売り渡す米穀について検査を行なうものとする。 

２（略） 

 

この措置を実施するため、農産物規格規程の一部を改正する告示（昭和 44

年７月 26日付け農林省告示第 1087 号）によって、水稲うるち玄米と醸造用米

についての産地品種銘柄が加えられた。 

当時の農産物検査法では、その第６条第１項で「農林大臣は、農産物の種類

及び銘柄ごとに、その量目、包装及び品位についての規格を定める」旨規定さ

れていた。同法は、昭和 26年の第 10 国会でいわゆる議員立法によって成立し

たものであったが、当時食糧庁総務課の事務官として在籍されており、後に事

務次官を務められた大口駿一氏が『食糧管理月報』で解説されている（大口 1951

ａ）。 
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それによると、同法は、農産物検査の性格を従来の収買検査としての検査か

ら、商品検査としての検査に改めることが眼目であった（農産物の公正かつ円

滑な取引とその品質の改善を助長）。このため、銘柄の設定、等級の増加等市場

性を取り入れたものとするほか、規格の設定に当たっては関係者の意見を徴す

ることになった。また、規格については、商品検査の建前から市場性を十分取

り入れたものとするため、麦類について銘柄を設定する等改善を図ることとさ

れており、米穀については銘柄を設定することは当初想定されていなかった。 

また、同氏は、政省令についても解説されている（大口 1951ｂ）。そこで、

農産物検査法施行規則第４条の「銘柄についての検査は、産地及び品種又は産

地品種につき行う」と規定されたことについて、「食糧事情の安定に伴い、農産

物の品質が重要視され、従来の品位等級の概念のみによってその品質の差等を

表現することが不十分であったため麦類についての規格の設定に当たり新たに

銘柄の区分が設けられた」旨説明している。なお、当時から、米、麦に関して

の、農産物検査における銘柄のありかたについて議論が行われており（浅見修

1951）,銘柄の区分として施行規則において採用されたような、品種銘柄に条件

として産地の限定が付帯する産地品種銘柄が、並立することが妥当であるなど

の銘柄設定の条件について考えが示されている。 

食糧庁が昭和 30 年代から毎年産につき銘柄設定基礎資料調査を実施してお

り、都道府県別に品種ごとの作付け動向や作付面積が詳細に把握されていた。

また、国、都道府県の試験研究機関が指定試験を通じて連携して品種開発に取

り組み、品種の地域ごとに発現する特性が把握されるようになっていた。市場

関係者間においても各県の品種について評価されるようになっていたことがあ

り、これらの情報が広く共有されるようになっていたことが背景にあることが

推測される。（鈴木直ニ 1967、『食糧管理月報』掲載の各年産の作付け品種の動

向調査、例えば 1967 年１月号「最近における米の作付け品種の動向」、『産米改

良』掲載の消費地に回着した米穀の概況報告－例えば、1969 年２月号「東京回

着 42 年産米について」、1970 年１月号「昭和 43年米の検定概況（大阪）、同年

２月号「兵庫県に回着した 43年米の概況について」等参照」）。 

上述したように、導入された当時、自主流通米について論じた文献自体少な

く、ましてや銘柄の規格として産地品種銘柄を採用したことについては、特段
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の言及や論評をしたものはない。鈴木（1969）で自主流通米を論じた鈴木直二

氏もこの問題については、言及していない。鈴木（1967）において、配給米か

らみた産米品位に関して、業界内の評価として県別に品種単位で好評品種と不

評品種を明らかにしていることから、産地と品種を組み合わせて「良質米」を

選抜することは、関係者にとって自然な選択枝であったと推測される。 

農産物検査制度の観点から、産地品種銘柄を銘柄の規格として採用した理由

を説明したものとして、行政文書ではないが、当時立案に当たったと考えられ

る検査部局の担当者によって書かれたものがある。食糧庁検査課補佐の世木茂

氏が、世木（1969）（「国内産米における銘柄設定の経緯について」『米麦改良』

1969 年９月号）において説明している。長くなるが、知る限り唯一のものであ

るので、そこでの同氏の説明振りを紹介する。 

① 本来、米の銘柄は、他の商品の場合と同様、自由市場において単にその品

質差を品位区分（主として等級）のみでは十分評価しえない商品価値また

は使用価値の相違を仕分けするため自然発生的に形成されるものであると

いわれている。米の商品取引においては、通常玄米での取引が常態である

ため玄米の使用価値の評価は、本質的には最終の商品である精米の取得量

とその品質（主として精米の外観および食味等）、貯蔵性等が重視され、ま

た、商品価値の要因としては需給関係のほか、信用性（馴染みを含む）と

量的な集団性、質的な統一性等が総合的に評価され銘柄が形成されるもの

といえる 

② 最近における米の需給事情の大幅な緩和と食生活の質的向上は、消費者に

おける「うまい米」への欲求とその選択を高め、また、生産面にあっても

これを反映して「うまい米つくり運動」等を通じて積極的にこれに対応し

ようとする最近の動向にある 

③ 一方、44 年産米を契機として、米穀の自主流通制度の発足は、一定の規制

下といえ、従前の直接管理からの流通に自由取引の場が新たに導入された

ことにより品質に応じた流通取引が実施されることになったため、検査規

格においても新たに銘柄を設定しその流通の円滑化に資することになった

ものである 

④ このような経緯にかんがみ、今直ちに銘柄を設定することについては、現
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在までの直接管理の経過からして、市場で期待される客観的な尺度を新た

に求めようとすることは極めて至難なことと言える。しかしながら、新制

度の発足に対応して農検法上米の銘柄を特定する場合つぎの銘柄区分が規

格上一応その範ちゅうとして想定される 

とした上で、施行規則（制定後改正され昭和 44年における規定は当初のもの

と異なっていた）で定められた銘柄区分である、産地銘柄、品種銘柄、産地品

種銘柄の三つについて比較している。 

戦前、市場で一般的であった国銘柄と仕分けの考え方が共通する産地銘柄を

採用しなかった理由について、 

① 産地銘柄については、藩制当時のいわゆる旧国名を主体として発展してき

たが、明治以降の府県政による施政方針の一般化とその後の品種改良によ

る優良品種の出現とともに銘柄区分が漸次集団化され、府県を単位とする

産地区分が一般的となり、さらに米穀の統制とともに府県を単位とする品

質の概念が一応定着している現状にあっては、この府県を単位とする銘柄

区分も十分肯定しうるものといえる 

② しかしながら、府県を単位とする銘柄区分は、現行の検査の実態からして

既に当該府県名は間接的であるが明確に把握し得る必要な表示、例えば受

検者の住所・氏名および検査を実施した食糧事務所名等の記載が先行して

いるなかにあって、ことさらに現行の 46都道府県を産地銘柄として特定す

ることについてその設定の意義が極めて乏しいものといえる 

また、品種銘柄については、 

① 品種による銘柄の特定は、我が国における稲作の立地条件、栽培環境等

からしてたとえ同じ品種のものであっても産地により必ずしも品質評価

が画一的に普及されえない流通の実態からしてこの区分は必ずしも適切

な銘柄として成立し難い 

② 例えば「コシヒカリ」についても新潟産のコシヒカリと九州産のものと

では同一品種であっても、等価値としての取り扱いはおよそ成立しない 

と説明し、その上で、産地品種銘柄を採用した理由として、 

① 特定の品質の品種が特定の産地の条件下において発現される品質が他の

産地で発現される品質との間に明らかにその品質差がある場合に、その
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相違を仕分けするために使用される範ちゅう区分である 

② 米の取引流通において当面想定される品質区分は前述の産地および品種

銘柄の問題点を捨象し、産地品種を特定した品質の統一性と均質性が強

調される現状にあっては、この産地品種銘柄が当面妥当な範ちゅうと考

えられるゆえんである 

と述べている。 

実施要綱第８において、銘柄は、全国集荷団体、全国需要者団体等の意見を

聞いて所要の銘柄を設定するものとされていたが、農林大臣は、1969 年７月に、

農産物規格規程を改正し、水稲うるち玄米について 53（23 品種 25 県）の産地

品種銘柄を指定した（表１参照）。 

年産ごとに改定され、それ以降改定状況がその都度「食糧管理月報」に担当

者による報告が掲載されており、具体的な検討状況を知ることができる。ただ

し、昭和 53 年産に関する報告（川副 1978）を最後として、その後掲載されて

いない。なお、54年産については、産地品種銘柄を使用した生産者米価への品

質格差導入と報告と併せて報告されている（石川・竹田 1979）。 

当時指定方針は対外的に示されていなかったようであり、櫻井（1989）が、

食糧庁の内部資料と思われる、昭和 44年７月７日付け『国内産米の銘柄につい

ての基本的考え方』を次のとおり紹介している。これは、検討に当たって担当

者間で考え方を共有するために作成されたものと思われる。 

①指定法人、全国需要者団体等両者において自主流通米として取り引きされる

場合、産地品種区分を要するものとして合意されたものを対象とする。 

②原則として県外搬出の実績がある産県であること。 

③該当県の対象銘柄品種にあっては、主食用として 1000 トン以上の流通量が予

想されるものであること。 

④食味等においても、一般的評価が好評のものであること。 

⑤対象品種は可能な限りその県の奨励品種とされていること。 

⑥従前、酒造好適米の対象となっていた主食用との共通品種のものにあっては、

原則として前記各号の諸条件を考慮して銘柄対象とすること。 

昭和 45 年９月の食糧管理月報に高橋弘（1970）が掲載されており、検討の手

順を含め検討状況が詳細に報告されている。随所に前年設定時の考え方を踏襲
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したという前置きが置かれており、それによって昭和 44年産の検討方法を窺い

知ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この報告に従って検討の手順を紹介する。  

・タイミングは、44年産米の検査がほぼ終了し実績がまとまり流通の実態が

明確になったこと、45年産米の生産事情の変化が明らかになった段階で所要の

検討の結果、７月 16日付けで規格規程の改正を行った。 

・指定法人（全販連、全集連）と需要者団体（全糧連、全米商連、酒造組合

中央会等）がそれぞれ系統組織を通じて全国各地の意見等を吸い上げ、これ

を食糧庁に提出。食糧庁はこれら団体、全国米麦改良協会、日本穀物検定協

会の代表者を参集し、更に省内生産部局、技術会議、技術審議官室の担当者

の出席を求め、７月４日審議し、賛成が得られたものについて改正を行う。 

・審議の基本方向は、44年産の経験を踏まえ、45年産の計画 170万トンを達

成しなければならないという課題の下、そのための銘柄を指定する観点から

審議。 

・その結果、うるち玄米については、26品種、25 県で 60 の産地品種銘柄が

指定された。 

表１ 昭和 44 年産米産地品種銘柄 
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食糧管理月報に掲載された報告を見る限り、46 年産、47 年産米については上

で述べたような手順で、指定法人と需要者団体と協議し、発議されたものをベー

スに関係部局が参加した場で審議し、まとまったものを規格に取り上げた。 

しかし、48 年産からは、検討手続きが抜本的に見直され、指定方針が公定さ

れるとともに、指定の申請者を各県の集荷団体から要請を受けた指定法人に限

るなど手続きが整備された。 

この背景には、昭和 47年の米価決定の際、自主流通米又は政府への出荷米を

問わず、「最近における米穀の消費の動向にかんがみ、消費者の嗜好の強い優良

銘柄米の供給を促進するため」産地品種銘柄として指定されている米について、

200 円/60kg 交付する、銘柄米奨励金制度が決定されたことがある。これは、「産

地品種銘柄」としてすでに指定されているものに交付されるものであったため、

「にわかに産地品種銘柄への関心が高まるとともに、産地品種銘柄がない県の

不満を呼び、銘柄がどのように指定されたかが問題となった」ことによる（カ

ギ括弧は櫻井 1989 から引用）。 

このため、産地品種銘柄の指定の合理的基準を示す必要が出てきたことから、

1972 年９月に「米の銘柄に関する研究会」（座長近藤頼己前東京農工大学学長）

を設置し、12月に報告がまとまり、これを受けて、1973 年７月に指定基準、指

定手続きが決定された。研究会における検討のポイントと指定基準及びそれに

基づく産地品種銘柄の指定は、それぞれ田戸（1973ａ、1973ｂ）によって、報

告されている。 

昭和 48 年産米について定められた指定基準と申請手続きのポイントは、田戸

（1973ｂ）によれば、銘柄指定の指定基準及びその手続き等が通達をもってルー

ル化されたこと、指定の申請が指定法人に限られたこと、48年産について特例

銘柄を設定したことであり、具体的には、 

① 市場評価を把握する手法として自主流通における流通実績が最も有力と考

えられる観点から、原則として指定される銘柄は、自主流通数量の実績が

3000 トン以上で、当該品種の総出回り数量に対する自主流通数量の比率が

30%以上であることとされたこと、 

② 各県の集荷団体が、県内需要者団体と協議を行い、都道府県知事の意見書

を添えて上部の指定法人に指定の要請を行い、当該指定法人が食糧庁に申
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請を行い、また、需要者団体は意見を食糧庁に提出することとされたこと、 

③ 銘柄に準ずる評価がある自主流通数量、自主流通比率等で条件を満たして

いないものについては特例品種として指定するものとしたこと 

検討の結果、昭和 48年産米については、従来昭和 47年産米の 78 産地品種（32

県、27 品種）が特例銘柄を含め 106 産地品種（39 県、37 品種）に増加した。

44年産米については 25県（県数カバー率 54％）であったものが、39県（カバー

率 85％）に拡大した。 

なお、銘柄研究会に、具体的な指定について意見を求めるルールとなった。

また、銘柄研究会では、産地品種銘柄のあり方について様々議論されたようで

あるが、その性質に関して重要なことは、農産物検査法上の銘柄は、取引にお

ける良質米選択の指標としての役割に求めることが適当とされたことである。 

昭和 49 年産米についても、48 年産についてルール化された方針に従って検

討され、その状況が、山崎（1974）によって報告されている。これまでの報告

と異なり、産地品種銘柄について、「国は自主流通制度の目的の一つである米穀

の品質問題の前進を図るため“良質米”のガイドポストとして国内産米におけ

る銘柄をはじめて設定することとした」、「国が設定するこの銘柄は・・・・・、

“良質米”のガイドポストという性格から標準以上の高価格で取り引きされる

いわゆる上銘柄のみであった、自由取引市場で格上げ銘柄と並んで通常形成す

べき格下銘柄は当然のことながら設定していない」と、銘柄研究会で確認され

た良質米選択の指標としての基本的役割を明示的に強調している。 

これ以降、自主流通米の取引の公正、円滑化という役割を越えて、産地品種

銘柄は、自主流通米のシェアの伸長のための良質米奨励金等の助成の対象要件

又は政策対象の特定としての役割が重視されるようになるとともに、自主流通

米に止まらず政府米についても良質米の生産拡大のための手段にも使われるよ

うになった。 

銘柄米奨励金について、産地品種銘柄を使って、自主流通米だけでなく政府

に売り渡す米についても、その銘柄に該当する米に交付したが、1979 年の生産

者米価において品質格差を導入するに当って、銘柄研究会の意見も聴き、産地

品種銘柄を使って価格差を設定した。戦前の銘柄と同じように、価格格差を伴

う、自主流通米、政府米を通した米全体の汎用的な銘柄としての役割を持つよ
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うになった。 

1990 年には、農政審議会の報告を受け、自主流通米の価格形成の場として、

財団法人自主流通米価格形成機構が設立され、入札取引が開始された。これは、

1994 年の食糧管理法の廃止、食糧法移行後において、政府管理は限定的なもの

となり、自主流通米主体の計画流通米による市場流通が行われるようになった

が、この場は、食糧法に基づく指定法人である自主流通米価格センターに改組

され、入札取引が行われた。 

食糧法が 2004 年に改正され、米の流通規制が撤廃され、それに伴い、自主流

通米を含め計画流通米制度は廃止された。米価格形成の場は、食糧法に基づく

指定法人として改組された全国米穀取引・価格形成センターに引き継がれたが、

まもなく休止し、解散した。 

現在もなお、農産物検査法による検査を行う銘柄の規格として、産地品種銘

柄が指定されている。米は、市場の取引で、価格と取引量が決まるが、農林水

産省による相対取引価格に関する調査、関係業界誌による市場情報等において

は、産地品種銘柄ごとに編集されている。市場において、産地品種銘柄ごとに

取引されている実態を反映している。 

上で引用したように、世木（1969）は、「本来、米の銘柄は、他の商品の場合

と同様、自由市場において単にその品質差を品位区分（主として等級）のみで

は十分評価しえない商品価値または使用価値の相違を仕分けするため自然発生

的に形成されるものであるといわれている」と述べていた。1969 年に国が自主

流通米市場を創設し、産地品種銘柄による取引を誘導し、これを定着させたと

いう経緯があるとしても、流通規制が撤廃された「自由な市場」で産地品種銘

柄が、米の銘柄―分化（variety）として流通している。 

農産物検査法に基づく検査も、それまで産地品種銘柄と相まって良質米とし

て格付けする役割を持っていたが、米の取引が自由になったことに伴い、現在

は、表示される産地や品種等が真正なものであることを公的に鑑定する役割に

変化している。消費者が効用を最大化する米を選択する上で基本的な条件であ

る情報を提供するものである。これが不十分となると、中古自動車（Lemon）市

場を例として、Akerlof(1970)が指摘した非対称情報が「悪貨が良貨を駆遂する」

状況を惹起し、完全情報の下の市場に比べ市場が縮小する結果を招く。農産物
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検査と銘柄の規格としての産地品種銘柄の役割は、米の生産・流通・消費にとっ

て重要である。 

４ 製品差別化と米市場 

はじめにで述べたように、産地品種銘柄は、農産物の検査の裏づけを伴って、

米を仕分ける役割を持ち、消費者に異なる銘柄の米を他と異なる米と認識させ、

米市場に製品差別化市場としての性格を与えている。 

食品表示法に基づく表示基準において、表示義務がある産地等に加え、原則

として検査を経たものに限って、品種、産年等の任意表示が許容されているこ

とは、米が産地品種銘柄によって銘柄として流通していることを前提し、消費

者に産地品種銘柄米に関し真正な情報を提供しようとしているのも、米市場が

このような性質を持っているからである 

この節では、まず、製品差別化の理論を、標準的な産業組織論のテキストを

使って紹介する。次に、そのツールを使って、米市場における特徴的な事象を

考える。ブロック別に販売されている米の産地を見ると、大消費地を抱える首

都圏、中部圏、近畿圏を例外として、太宗は、そのブロックを産地としている。

地域性が強い市場となっているが、どのような市場メカニズムが働いているの

か明らかにする。 

米市場においては、系統農協の価格に関する行動慣習が存在している。系統

農協は、出来秋に、産地品種銘柄について、生産者から販売の委託を受ける際

支払う概算金を設定し、それが当該年産の底値となって相対取引が行なわれ、

価格水準のベースが形成される（食品産業新聞社月刊「米と流通」編『わかり

やすい米のハンドブック』各年版）。このように価格水準に関して主導的な役割

を果たす系統農協が、同じ系統組織である他県の競争相手の販売を奪うため積

極的に価格を引き下げるような行動をすることは考えられないことに留意する

必要がある。製品差別化を巡る経済理論は、複占や寡占の市場において製品差

別化の下どのような価格均衡をもたらし、価格競争を緩和するのかを分析する

ため積み上げられてきたものである。積極的な価格競争が想定されない米市場

には、この理論を援用してまで検討すべきものはないのかも知れない。しかし、
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毎年産米の概算金の設定状況を見ると各産地の系統農協とも米を売り切るため

他産地の動向に敏感に反応しているように見える。ここで検討する製品差別化

市場における空間競争の下では、輸送価格（産地価格+輸送費用）を基準に価格

を引き下げ積極的な価格競争を行なっても採算がとれないということかも知れ

ない。品種の選択に当たっては、各産地の行政及び農業団体は、少しでも生産

者の所得の向上に繋げたいという思いで取り組まれており、そのため需要の代

替弾力性が大きい他の産地との関係を考慮に入れて価格行動を執るのはいうま

でもない。経済的動機に基づいて行動を選択しているので、製品差別化の理論

と関連付けて、行動を評価することは可能である。 

価格面を離れても、例えばコシヒカリの市場においては、新潟県関係のコシ

ヒカリをトップとして多くの県においてコシヒカリが生産されており、各地と

も品質の向上を目指し、良食味米の科学的分析とともに、その成果に沿った肥

培管理の標準化が進み、また、コシヒカリ並みの品質を目指し新品種の開発投

入が行われている。均一化が進むと、経済学的には、価格競争の激しさが増し、

価格の低下をもたらす可能性がある。これらの行動をどのように理解すべきか。

産地品種銘柄は地理的空間に関連付けられたものであるため空間競争モデルで

ある製品差別化に関するモデルは、興味深い示唆を与える可能性がある。 

経済学（産業組織論）のテキスト等の多くの文献において、製品差別化は、

企業の戦略手段として取り上げられている。公約数的には、同じグループの財

であっても、消費者によって異なるものと認識されれば差別化されているとさ

れる。すなわち、製品が差別化されているかどうかは、消費者の選好による。

極端に言えば、二つの財の物理的又は化学的な性質が同一であっても、消費者

が異なる財と捉えれば、二つの財は、経済学の観点からは均一でないと理解さ

れる。一般に、製品差別化の目的は、厳しい価格競争を避けるためや、同じこ

とであるが、実質的に独占的地位を得る（右下がりの需要曲線に直面する）た

め行われる。 

経済学においては、均一財を前提として、市場での完全競争、不完全競争や

均衡量・均衡価格が検討される。1930 年前後に、現在の製品差別化の理論の基

礎となっている二つの先行研究が発表されている。当時、均一財を前提に、寡

占市場における均衡の存在について論争されており、特に、価格を手段とする
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競争に関する Bertrand(1883)の主張（寡占市場であっても均衡価格は限界費用

と等しくなり、完全競争の所産と一致する。これが Bertrand パラドックスと呼

ばれている）に対して、均衡は振動し、安定的な均衡は存在しないことを

Edgeworth(1897,1925)が指摘した（Edgeworth サイクル）。現在の製品差別化の

理論の淵源となっているものは、この Edgeworthの主張に関して、正の利潤を

伴う価格均衡の存在を主張するため提示されたものである。 

その一つが、Chamberlin（1933)であり、独占的競争理論で知られている。も

う一つは、Hotelling(1929)で、メーンストリートで二人の販売業者が競争する

場合の店の位置の選択を例として均衡の存在を提示するものである。 

これらの先行研究を基に、多くの研究者によって論文が書かれ、製品差別化

の理論の精緻化やその定式化が行われてきた。知る限り、大抵の産業組織論の

テキストにおいて、１章割いて、上記の二つの先行研究を基に積み上げられて

きた製品差別化に関する理論が、標準化された内容によって記述されている。 

製品差別化の理論に入る前に、その動機を与えた、Bertrandと Edgeworthの

理論について簡単に紹介する。まず、Bertrand(1883)であるが、完全競争市場

では、企業は価格を所与として行動する、すなわち価格をコントロールできな

いことが仮定されるが、寡占企業が価格を手段として競争（価格競争）をする

市場について分析したものである。 

複占によって説明する。２企業が均一財を生産し、これらの財は完全代替財

とする。消費者は最も安い財を購入する。さらに、企業は常に直面する需要に

対して供給する。市場需要関数は、 )( pDq = で、また、企業は生産単位当た

りcの費用を要する。 

企業 iの需要は、 

（７） )(),( ijii pDppD =            ji pp < のとき 

        ＝ )(
2

1
ipD      ji pp = のとき 

        ＝0        ji pp > のとき 

企業 iが、 jp を所与として最適に価格
i

p を選択する場合、 jp と等しいか、

又はそれを下回るように選択することであるが、cを下回れば利潤がマイナス

となり損失が生じる。企業 jも、同様に価格
i

p に反応する。一方、それぞれが 

－ 155 －



 

独占の場合に課す価格
m

p を超えて価格は設定しない。 

従って、それぞれの反応関数（相手の価格を所与として利潤を最大化するよ

うに価格を選択する場合に、その価格を相手側の価格の関数として表されるも

の）は、図５のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５は、それぞれに対する反応曲線 )( pR が描かれている。二つの反応曲線

の交点が、それぞれの相手の価格を所与として利潤を最大化する価格である

（Nash 均衡）。従って、価格を限界費用cに設定することが最適水準である。

ところが、これは、価格を所与として実現する完全競争の所産である。寡占企

業による価格競争の所産が、競争価格と等しくなることについて、Bertrand パ

ラドックスと呼ばれている。 

この Bertrandの問題を、能力制約（capacity constraint）を導入すること

によって解決を試みたのが、Edgeworth(1897)であった。Bertrand は、各企業

は直面する需要量に対して、制約なく供給できることが仮定されていた。

Edgeworthは、生産能力が制約されていれば、Bertrandの単一の安定した均衡

は存在しないことを示した。Edgeworth の要点を、Carton and Perloff(2005)

の数値例を用いた図解（図６）によって、説明する。 

なお、どの産地についても、水田面積は少なく、しかも生産調整が実施され

ている下では、産地（県単位）で各生産者が生産する品種の米が集計されても、

図５ Bertrand 均衡の反応関数 
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全国のその品種全体の需要に対して一部を供給するのが限度である。Edgeworth

の指摘は、米市場の理解にも援用可能な面があると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各企業の最大生産量は 360 とし、限界費用（28セント）における需要量（720）

の半分とする。最大生産量 360 までは限界費用は 28 セントであるがそれを越え

ると無限大となるため、図におけるように垂直である。需要に対して制約なく

供給することが可能という仮定の下では、Bertrand の均衡価格は 28セント（＝

限界費用）で均衡量は 720 である。 

しかし、能力制約の下では、これは均衡でないことを示すのが Edgeworth の

要点である。企業１は、企業２が価格を 28セントに設定すると考えると仮定す

る。企業１がそれを上回る価格を設定するならば、すべての消費者は企業２か

ら買おうとする。しかし需要量 720 に対して企業２は 360 しか供給しないので、

半分の消費者は購入できない。企業１は、企業２から購入できない消費者によ

る残余需要に直面する。残余需要は、市場需要から 360 を差し引いたものであ

る。企業 1は、残余需要に対して独占として行動し、46セントを課す（正の利

潤を得る）。このように、Bertrand の均衡は、能力制約の下では均衡でない。

今度は、企業２が、46セントより少し下回る価格を設定すれば、すべての消費

者は企業２から購入しようとするが、市場需要量（540）に対して 2/3 しか満た

さない。しかし、企業１の２倍利潤が得られる。 

図６ 能力制約と Edgeworth 
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これを見て、企業１は 46 セントを下回る価格を設定し、46 セント設定する

ときより大きい利潤を得ようと試みる（46セントの下では、180 しか販売でき

ない）。二つの企業間で、このような価格の応酬が繰り返され、単一の安定した

価格均衡が存在しない。 

製品差別化の理論の淵源となった先行研究は、このような Edgeworth の提示

に対して、企業に正の利潤をもたらす安定した均衡価格が存在することを示す

ことを意図したものであった。 

Chamberlin(1933)が提示したコンセプトは、生産物の分化（variety）を生産

する企業がそれぞれ独占と競争企業として行動し、その結果、均衡がもたらさ

れるというものである。図７のような図によって、均衡が示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７は、分化ごとの市場における均衡 Eを表わし、独占と競争が併存する。

独占については、限界収入（MR）が限界費用（MC）と等しくなる量に対応する

需要曲線の価格が均衡価格である。競争については、均衡点（均衡価格と均衡

量）において平均費用が需要曲線に接し、利潤がゼロという競争均衡が成立す

る。需要曲線は、分化が属する財に対する全体の需要から他の分化の需要を控

除した残余需要曲線であり、各分化の市場について図７のような均衡が成立す

ることによって、産業全体の均衡が存在する。また、各分化の供給者は、「ある

図７ Chamberlin の分化ごとの市場均衡 
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程度孤立し、全体は、多数の供給者をもった単一の大市場でなく互いに関係の

ある複数個の市場―そこでは一供給者ごとに一市場があるーのネットワークで

あることが認識されなければならない」ことを指摘している。現在、米につい

ては、産地品種銘柄ごとに価格や取引量が区分されて調査結果が発表されてい

る。産地品種銘柄ごとに部分市場が形成され、これらの集合によって米市場が

構成されていると見ることが可能なので、この指摘が当てはまると考えること

ができる。 

Chamberlin(1933)が示した均衡を定式化し、厳密な証明と分析が行われてい

る（例えば、Dixit and Stiglitz 1977 参照）。均質な消費者を仮定して、一

人の消費者が各分化を消費することから得られる効用のモデルを最大化するこ

とを出発点として分析し、均衡量及び均衡価格を求めるアプローチであること

から、代表的消費者モデル（The Representative Consumer Model）と呼ばれて

いる。これらの論文の関心は、均衡の存在の厳密な証明と最適な分化の数の導

出である。 

米との関連については、Chamberlin(1933)に依拠し、戦前の我が国の米産業

について商人が支配力を持ち、生産者が価格決定等市場の取引において疎外さ

れていた状況が、当時活発化し始めた銘柄を押し立てた産地間競争を通じて、

生産者が支配力を持つ構造に改変する可能性を、東畑精一・大川一司(1938)が

展望している。当時において最先端の理論を援用していることは特筆に値する

（田家 2020 参照）。 

この代表的消費者モデルについて、通常テキストでは紹介に止めコメントし

ているものは少ないが、Kreps(1990)は、その市場における他のすべての財、そ

れゆえすべての供給者を競争相手と捉えて反応するような産業を想定すること

は難しく現実的ではないと批判している。 

Edgeworth に対して提示されたもう一つは、Hotelling(1929)によるコンセプ

トである。ここで示されたものは、最小差別化の原理（The Principle of Minimum 

Differentiation ）として知られている（後に d'Aspremont et al.1979 によっ

て、誤りが指摘された）。ここで使われたモデルを基礎に展開されたものが、空

間に配置された製品が消費者をめぐって競争するという意味でアドレスモデ

ル、位置モデル又は空間競争モデルとも呼ばれている。以下、ここでは、空間
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競争モデルの名称を使う。 

Hotelling(1929)のタイトルが‘Stability in Competition’(「競争の安定

性」)とされているように、その主題は、Edgeworth が前提としたように価格の

少しの逆転によって一気に販売量が不連続に激変するのでなく、「ある商品のす

べての購入者のうち、並の価格差にかかわらず、ある者は一方の販売者から購

入し、ある者は他方の者から購入する。物件の供給者が漸次その価格を引き上

げ、一方競争相手が固定するならば、販売量の減少は戦術的に推測されるよう

に急激でなく連続的に生ずる」として競争の安定性に関して、モデルを使って

論じた。 

Hotelling(1929)が使用した図８を使って、そのコンセプトを示す。 

 

 

 

 

 

 

この図の長さ lの直線―市街のメーンストリートが市場で、通りに沿って消

費者が一様に分布する。a、bは、両端からの距離であり、そこで A,B（そこ

に位置する販売者及びそれらの製品を 1,2 とする）が営業する。各購入者は、

単位距離当たり費用cをかけて購入したものを持ち帰る。需要は非弾力的であ

り、1 単位消費する。消費者は、それが位置する場所で製品を購入するのに要

する輸送価格（製品の価格＋輸送費用）が小さいものを選好する。 pp
21

, と

qq
21

, は、それぞれ、製品 1,2 の価格、販売量とする。 pp
12

> とする。ただ

し、製品２の販売量がゼロでないためには、製品 1,2 の価格差が Aから B への

運送費用を超えない必要がある。販売者２は、販売者 1の販売を獲得すること

ができるように )(
1

balcp −−− 以下に p
2
を維持しようとする。 

販売者 1と 2から購入するのが無差別な消費者は、それぞれからの輸送価格

が等しい。 

（８） cypcxp +=+
21

 

 

図８ Hotelling のメーンストリート 
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また、 

（９） lybxa =+++  

から、簡単な計算を行い、 

製品１と製品２の利潤が、それぞれ、 

（10）
2

1 )
3

(
2

ba
l

c −
+=π  

2

2 )
3

(
2

ab
l

c −
+=π  

となる価格均衡が得られることを示した。 

このことから、製品１も製品２も、それぞれ他方を所与として、製品１はaを、

製品２はbを大きくすることによって利潤を大きくすることができる。図で相

互に近づく位置での価格均衡によって大きい利潤がもたらされる。これが、最

小差別化の原理と言われているものである。上で述べたように、d'Aspremont et 

al.(1979)によってこの Hotelling(1929)が示した価格均衡の存在は否定され

た。 

そのポイントは、消費者の効用に影響するのは、価格に製品の販売者の位置

から消費者の位置まで輸送する費用を加えた輸送価格とすること、消費者が所

在する「メーンストリート」において二つの企業が位置をめぐって競争するこ

とである。輸送する費用を消費者が最も好む製品と購入する製品に差があるこ

とからもたらされる不効用と考えることから、このモデルの地理的競争の結果

を製品の特性による差別化に応用できることを示した。 

消費者が一方の商品を購入する場合において、他方の商品が価格を引き下げ

られたとき、価格差以上に他方の商品を購入するために輸送する費用が大きい

のであれば、他方の商品にスイッチしようとしない。消費者の位置によって価

格差が上回るときは、スイッチが生じる。このように、価格を引き下げた商品

に一気にすべての購入が向かい、又は価格を引き上げれば一気に販売がなくな

るわけでないことを示すことに目的があった。 

産業組織論の比較的最近のテキスト、Belleflamme and Peitz(2010)を参考に

して、Hotelling(1929)をベースとした標準的なモデルを紹介する。そこで、

d'Aspremont et al.(1979)が指摘した誤謬が説明される。なお、製品差別化は、
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水平的差別化と垂直的差別化の二つの類型に区分され、それぞれについてモデ

ルが設定されている。等しい価格について、どちらが選好されるものか消費者

間で合意がない場合が水平的差別化であり、また、すべての消費者が他の製品

より一方を選好することに一致する場合垂直的差別化である。 

図９に、Hotelling（1929）の例に沿った線上の市場が描かれている。ここで

は、複占、即ち二つの企業 )2,1(=i が存在するとする。市場の長さは１とし、

消費者は同様に一様に分布し、消費者群の大きさは１に標準化される。単位当

たり輸送費用は、τ とする。これは、製品間の代替性を測る。企業 )2,1(=i の

位置を )( 12 lll i > 、企業の製品 iの価格を p
i
とする。位置 xの消費者が企業 iか

ら製品 iを購入した場合の便益は、 

（11） plxru iii −−−= τ  

とする。ただし、rは、製品 iを購入する消費者の留保価格（購入するための

支払っても良いと考える価格で、その製品によって得られる効用を測る）であ

る。製品２の価格 p̂企業の限界生産費用は、cである。製品１と２の購入の間

が無差別な消費者 x

)

は 

（12） 2211
ˆˆ plxrplxr −−−=−−− ττ  

を満たす。 21,ˆ llx∈ とする。 

（13）
τ22

ˆ 2121 ppll
x

−
−

+
=  

である。無差別な消費者が、 1l 、 2l の間に位置する条件は、 

（14） )()( 1221122 llppllp −+≤≤−− ττ  

である。  

この区間が、図 12 に表されている。消費者は、輸送価格が小さい製品を購入

するので、この図から、製品２の価格を所与として、製品１の価格の変化に応

じた販売量の変化を見る。 

（15） 11122 )( ppllp h
<=−+τ のとき、 
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どの位置の消費者も製品１を購入する場合の輸送価格が製品２のそれより大

きいので、製品１の販売量はゼロである。 

（16） 11122 )( ppllp
l
>=−−τ のとき、 

どの位置の消費者も製品１を購入する場合の輸送価格が製品２のそれより小

さいので、製品１の販売量は１である。 

（17）
hl

ppp 111 ≤≤ のとき、 

製品１と製品２から購入するのが無差別である消費者 x

)

の右側の位置にいる

消費者は製品２を購入するときの輸送価格の方が小さく、左側の位置にいる消

費者は製品１を購入するときの輸送価格の方が小さいので、二つの製品の間で

分け合う。図１２の点線の矢印の範囲内の製品１の価格があるときである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品２の価格を所与として、製品１の価格に応じて販売量が変化するが、そ

れに伴う製品１の利潤は、次のとおり。cは限界生産費用である。 

 

図９ 空間競争市場 
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（18） 

01 =π                
hpp 11 > のとき、 

)
2

)(( 1221
1

τ

ppll
cp

−++
−=     )( 1221 llpp −≤− τ とき、 

)( 1 cp −=             
h

pp 11 < のとき 

これを図示したものが、図 10 である。利潤曲線は、不連続である。製品１の

利潤の局所的な最大値は、二つ存在する。一方、陽表していないが、製品２に

ついても、製品１の価格を所与として、利潤曲線の導出は可能で、同じように

局所的な最大値が存在する。価格均衡は、相互に、他方が最大値をとる価格を

所与として最大値の利潤を得る価格を求めることによって得ることが可能であ

る（Nash 均衡）。 

このような条件を満たす価格均衡は、製品１の価格が
lp1と

h
p1 の間に設定さ 

れた場合に双方が最大値を得るケースであるが、製品１の価格が
lp1より下回っ 

て設定された場合（図 10の左側の直線部分）の利潤の最大値が、
lp1と

h
p1 の 

間に設定された場合の利潤の最大値より大きくなる場合、製品１の価格を
lp1よ 

り下げることによって大きい利潤を得ることができるので、製品１は価格を下

げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 空間競争と利潤関数 
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従って、価格均衡が存在する必要条件は、図 10 の左側の直線部分の最大値

（E1）が右側の
lp1と

h
p1 の間に設定された場合の利潤の最大値（E2）と同じか、 

又は上回ることであり、d'Aspremont et al.(1979)は、この条件を定式的に示

した。具体的には、図 10 で、製品１と２が過度に近くに位置しないというもの

である。 

製品２についても、製品１の価格を所与として利潤を求めると、双方が共存 

する条件、 )( 1221 llpp −≤− τ が満たされる場合、製品２の利潤は、 

（19） )
2

1)(( 1221
22

τ

π

ppll
cp

−++
−−=  

となる。これと、対応する（18）の製品１の利潤について、１階の条件から、

それぞれの最大化価格と利潤が次のように得られる。 

（20） 

)2(
3

21

*

1 llcp +++=
τ

 

)4(
3

21

*

2 llcp −−+=
τ

 

（21） 

2

21

*

1 )2(
9

ll ++=
τ

π  

2

21

*

2 )4(
9

ll −−=

τ

π  

が得られる。製品差別化のケースでは、Bertrand のように価格＝限界費用と

ならないことが示されている。また、 

0
9

2
,0

9

2

2

*

2

1

*

1
<−=

∂

∂
>=

∂

∂ τπτπ

ll
であるので、製品１は右側へ、製品２は左側

に移動することにより、利潤が増加することを意味する。しかし、その結果一

旦価格均衡を得ても、過度に近接すると、価格を少し引き下げることによって

相手側の販売をゼロとした方が利潤が増加する場合、価格均衡が存在しなくな

る。d'Aspremont et al(1979)は、Hotelling(1929)がこの可能性を見落とし、

留保することなく、（20）を均衡価格とした誤りを指摘した。 
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Hotelling(1929)は、価格均衡として、製品１と製品２が同じ位置を占めると

きであることを主張したわけでなく、限界費用を超える均衡価格が存在するこ

とを示した。そして、それぞれ相手側に向かって移動することが利潤を増加さ

せるので、相手側に近づく傾向を持つことを指摘することに主眼があった。こ

れを捉えて、価格均衡として最小差別化をもたらすことを主張したと後の先行

研究では引用されるのが常である（例えば、Economides 1986）。移動する費用

が２次式で表される場合、線状の両端に位置することによって均衡価格が得ら

れるとされており、効用関数の特定によって結論が変わる。 

なお、経済学における均衡（Nash 均衡）は、例えば、複占において、双方の

活動の結果、生産量と価格に関するある点に到達したとして、その点において、

いずれも、一方的に（競争相手はその点から動かないと推測して）その点から

離脱しても利潤を増加することが出来ない場合、その点が均衡とされている。

上記の例について言えば、E1に到達しても価格を引き下げることによって競争

相手の販売を奪い、独占として市場をすべて得た場合の方が利潤が大きくなる

場合、均衡点から離脱するので、均衡とは見做されない。輸送費用が、２次の

場合、均衡が存在するという意味は、一方的に離脱して利潤を増加することが

できない均衡点が存在するということである。 

垂直的差別化モデルについては、第 2節で、自主流通米の導入の意義を説明

した際、既に紹介した。しかし、その際は、一方は政府米であったため双方が

利潤最大化を目的とする競争の所産でなかった。部分的にしか説明していない

が、以下の検討にはこのモデルは使わないので、ここではこれ以上、説明しな

い。関心があれば、Tirole（1988）を参考としてほしい。 

空間競争に関する水平的差別化モデルを使って、米市場は色濃く地域性を持

つことを示し、こうした市場における競争の特性が、コシヒカリの作付けシェ

アを大きくすることに寄与したことを説明する。 

次のフレーズは、Gabszewicz and Thisse(1992)の冒頭に置かれたものである

（訳は筆者による）。米の銘柄の産地品種銘柄は、「産地」をアドレスに持って

地理的空間に位置するので、“Location”のタイトルを持つこの先行研究は、米

市場の性質を考える上で、参考になる。「空間は、正にその性質において、市場

の支配力の源泉である。実際、大抵の市場は、散在する購買者及び販売者の複

－ 166 －



 

雑なネットワークによって機能している。市場活動は、空間の散らばった点で

行われているので、各企業は、隣接したほんの少ない競争相手を見出す：更に、

離れて、より多くの競争者が存在する。しかし、それらの影響は、輸送費用の

存在によって弱められる。同様に、企業にとって、すべての消費者は同じでな

い：遠く離れた者は、過度の輸送費用を支払わねばならないので、その企業か

ら購入しない。従って、空間競争は、少数の者の間で生じ、このように戦略の

ゲームとして問題の分析をもたらす」。 

所与の産地で、コシヒカリが生産販売されているとする。これが、ひとめぼ

れやあきたこまちであっても同じ議論があてはまる。その産地の市場は、コシ

ヒカリ１だけが生産販売されており、上で示したような線状の市場とし、その

産地のコシヒカリ１は、 1l に位置し、価格 1p とする（図 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで隣接する産地のコシヒカリ２が参入しようとする。その位置は図 11

の とし、価格は とする。ここの市場はコシヒカリ１の産地であるため、

そこに参入するコシヒカリ２より距離が近いと思う（コシヒカリ１を消費しな

いことによる不効用が大きいと思う）消費者が多いと考えられるので、この状

況を反映するため、 は左側に多くの消費者が存在する大きいスペースを持つ

ように位置し、 は と市場の右の端の間の小さいスペースに位置するように

設定してある。図 11 からわかるように、 の左側の消費者を獲得するためには、

2l 2p

1l

2l 1l

1l

図 11 産地が異なる同一品種間の競争 
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コシヒカリ２は、その右側の消費者を獲得するより大きく価格を引き下げなけ

ればならない。 

同じ品種について、同じ自然条件の下、同様の栽培技術によって生産されて

いるため、 、 は近くに位置するが、産地が異なり消費者に異なるものと認

識される。水平的差別化の関係にあり、位置間に距離があり、移動に輸送費用

が伴う。 2p はこの産地市場まで輸送費用が織り込まれた輸送価格とする。輸送

費用を除いた実質価格（産地価格）は 1p と同じであると考えられる（実際にも、

隣接した産地のコシヒカリの相対取引価格の標準偏差をとると非常に小さい）

ので、 2p は当該産地までの輸送費用が加わる分大きくなり、 1p ＜ 2p とする。

コシヒカリ１に競争上優位性を与える。 

コシヒカリ１が販売を独占する条件 

（22） 2121 llpp −−< τ  

である。 1l 、 2l は近いので、 1p ＜ 2p である限り満たされる可能性が大きく、

他の産地のコシヒカリ２はその市場では販売されない（コシヒカリ１が独占す

る）可能性がある。注意してほしいのは、距離が近くなればなるほど少しの価

格の引下げで満たさなくなるということである。すなわち、距離が近くなれば

なるほど、コシヒカリ２の価格引下げによる参入が容易になるということであ

る。 

コシヒカリ２は、販路を確保する（販売を分け合う）ため（22）が成立しな

いように価格を引き下げることを考えるかもしれない(図 11 参照)。しかし、こ

れは、系統農協が供給者である場合、価格引下げによって販売量が増加し利潤

が増加するというリターンでもないと委託者の了解が得られないし、それぞれ

の立ち位置から離脱することを意味し、（卸売業者を通じるので直接参入しない

としても）系統農協組織内で強い反発が生じる。従って、このような戦略をと

らないであろう。大消費地の市場に向かう。これは、同じコシヒカリであって

も産地品種銘柄の下では消費者に異なるものと認識され（製品差別化）、当該産

地のコシヒカリ１をし好する消費者にとって、コシヒカリ２を消費するに伴い

不効用という費用（輸送費用）が大きいためである。他産地のコシヒカリ２が

参入するためには、製品差別化（距離の存在）によって大きい価格の引下げを

1l 2l
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要し、大きい損失が生じるリスクがある。逆に言えば、コシヒカリ１は、価格

を引き上げても、市場を失わないので当該産地の市場で、独占的支配力を持つ。

逆に、コシヒカリ２の産地へのコシヒカリ１が参入する場合、輸送価格（生産

地価格＋輸送費用）面でコシヒカリ２が優位となる。これが、「産地」品種銘柄

が市場における競争の性質にもたらした効果である。コシヒカリの作付面積の

増加は、産地内で他の品種の作付けからの転換によるが、その産地で旧来の品

種が供給されていた市場に対しても、その産地のコシヒカリが他産地のコシヒ

カリに対して競争上優位をもって向けられたと推測される。なお、これは、当

該産地で生産されている品種について該当する。 

もちろん、Edgeworth が指摘したように、当該産地においてすべての需要に

対して、能力制約によって供給ができない場合、供給されない需要に対して、

他の産地のコシヒカリは販売可能である。 

他産地の品種で、当該産地の市場で需要を見出すことが可能なものは、例え

ば、魚沼コシヒカリ、山形つや姫、北海道ゆめぴりかのような当該産地のコシ

ヒカリより高い品質を持つ品種で、大きい輸送価格を支払ってもより大きい効

用を得ると考えられる品種である。これらは、散在する市場のニッチな需要に

対して広域的に供給する。垂直差別化モデルによって説明可能である。これは、

別の機会に分析する。 

空間競争は、輸送価格（産地価格プラス輸送費用）の大小を考慮して、製品

が選択される。従って、消費の場から近い産地の製品が消費されることになる。

その市場は地域性を持つ。地産地消と整合的である。 

米市場では、現実にどこのものが消費されているのか。公益財団法人米穀供

給安定機構(以下「米穀機構」という)、現在は止めているが、2013 年度版から

2016 年度版まで「POS データによる米の価格・販売動向」を月報と併せて年報

をとりまとめ公表していた。別添に添付したものは、最後の年報となる 2016

年度版のブロック別の主要産地銘柄の販売割合と平均価格の動向を記述した箇

所の表を基に筆者が作成したものである。なお、この資料に関し、同機構は、

「本資料は、公益財団法人流通経済研究所が保有する日本国内の特定の量販店

等の POS データのほか、公表されている資料等に基づき作成したものもあり、

日本国内のすべての小売業者、卸売業者等への調査に基づく統計ではありませ
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ん」と留意事項を記載している。事例調査であるということであるが、傾向の

推測は可能である。 

詳細は、別添の資料を参照してほしいが、大消費地が含まれる首都圏の京浜

（東京、神奈川）、中部圏の東海（岐阜、静岡、愛知、三重）、近畿圏の近畿（滋

賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）以外のブロックにおいては、ブロック

産の販売割合は、北海道 79.5%、東北 79.6%、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、

千葉)50.4%、北陸（新潟、富山、石川、福井、山梨、長野）65.2%、中国・四国

77.3%,九州 84.8％と総じて高い割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ ブロック別の販売割合等 

備考：１公益社団法人米穀安定供給確保支援機構の資料を基に筆者作成  

２ブロック名の欄の％はブロック産の割合 
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ブロックごとの販売割合及び平均販売価格の上位 3位内の産地品種が、表２

に示されている。特定のブロックを除き、地域性が強いことを示している。 

米穀機構の POS 情報は、特定の量販店等の販売によるものであり、卸と川上

の農協系統との取引関係や店舗の配置状況等当該量販店等の販売政策によっ

て、扱う製品（産地品種銘柄）は影響を受け、しかも県別の情報は店舗の販売

情報という企業にとってセンシティブな内容を持つのでブロック別という大括

りの情報となっている。 

例えば、中国・四国ブロックにおいて、鳥取県を産地とする米が販売データ

に出ていないことから、取引関係にある卸が系統農協と取引がなく鳥取県産に

アクセスできないのか、あるいはそもそも店舗がないのかも知れない。鳥取県

産が POS 情報に出てこないからと言って、データの価値が毀損するということ

でない。米市場の地域性を理解する上で、参考となる貴重な事例である。 

空間競争モデルが示唆するものは、産地品種銘柄は当該県の市場において、

他県産の同じ品種の銘柄に対して、異なるものと認識させ(製品差別化)、輸送

費用や自県産に対する嗜好によって、自県産の品種銘柄が価格面で優位性を持

ち、消費者が価格を重視して選択すればまず自県産がその品種の需要に充てら

れる傾向を持つということであろう。その結果各県の集合となるブロックでブ

ロック産のシェアが大きくなると推測される。そうであれば、この POS 情報の

内容は空間競争モデルと整合性を持つ。 

５ 終わりに 

筆者は、ミクロ経済学をベースとする産業組織論のツールを使って、米市場

の特性を明らかにすることに取り組んでいる。この検討の一環として、この小

文では、製品差別化モデルに拠って、産地品種銘柄がもたらしている米市場の

競争の特性について検討した。米市場を製品差別化市場とし、産地の市場では、

当該産地の米を輸送価格の面において、競争上優位に置き、地域性をもたらし、

地産地消に繋がっている可能性を示した。 

食糧管理法や改正前の流通規制が実施されていた食糧法下と異なり、価格・

取引が自由な市場活動の所産となり、できる限りそれぞれの企業にとって望ま
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しい所産を得ようとする戦略の下諸活動が行われているので、どのような行動

を選択するかは企業にとってセンシティブな情報となっている。今回、産業組

織論のツールを活用して、理論的に接近したが、実証面での補完が課題である。 

この小文全体を通じて、米市場の製品差別化のほか、銘柄検査の契機となっ

た自主流通米制度、銘柄規格として採用された理由等を検討した。産地品種銘

柄は、良質米として自主流通米の対象となる品種を政府が指定する役割を持ち、

それを対象として良質米奨励金を交付するなどの推進策が講じられた。他方、

消費者の良質米への需要が増大し、自主流通米市場が拡大して行った。2005 年

食糧管理法が廃止され、食糧法に移行し、流通規制の対象とされた計画流通米

制度において自主流通米が存続したが、2004 年の食糧法の改正によって自主流

通米制度は廃止され、流通規制が撤廃され、米は「自由取引」となった。 

農産物検査法の銘柄検査の規格として、産地品種銘柄は定着している。食品

表示法において、産地等の表示が義務付けられるとともに、原則として農産物

検査を受検したものに限って品種の表示が許容されている。現在、米に関して

は、食品表示法上に基づく規制が唯一の流通上の公的関与となっている。 

産地品種銘柄が規格として採用された時は、政府管理を離れた自由米の存在

は食糧管理法上認められなかったのでやむを得ないことであるが、米を産地品

種銘柄という銘柄の鋳型に押し込めて、自主流通米の取引を行わせたが、現在

は流通上の制約がなくなり、名実とも、産地品種銘柄が商慣習上の取引区分と

なって、流通実態が形成され、定着している。 

戦前は、食糧管理法によって政府管理に移行するまで、米の自由取引の下、

米穀検査は県の制度として実施されてきた。米穀検査と銘柄については、深川

等の大消費地の米穀市場を頂点とする取引の標準化や円滑化を支えたものとし

て、多くの先行研究において分析されてきている（例えば、持田 1970、玉 2013

参照）。また、最近では、著者が日本経済史の研究者である有本（2017）によっ

て、発展途上国における農産物市場と流通の改善に向けて、日本の米穀検査と

標準化の歴史が分析されている。 

農産物検査や産地品種銘柄については、近年規制緩和の政府の方針に沿って

見直し検討について議論されているが、外部からの改善要請事項に絞って、検

査技術的観点からの検討が中心である。戦前、食糧管理法の制定によって収買
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検査として国営検査が制度化されたが、県営検査時代から国営検査に向けた動

きがあった。県営検査は、各県で検査が義務付けられていたが、現在は、同じ

ように流通規制がない「自由取引」下での、しかも検査は任意となっている。

農産物検査が果たしている役割を常に確認しておくことが重要である。 

戦前の米穀検査との違いは、現在は、生産・流通関係者のほか、消費者の利

益と直接関係していることである。農産物検査は、消費者の選択に必要な情報

として、産地品種銘柄米が真性なものか鑑定する社会資本である。情報の非対

称が生じると、消費者の評価が期待（確率的）評価となり、効用に対する支払

用意が小さくなり、市場が縮小する（Akerlof 1970）。検査だけでなく、産地品

種銘柄米の真正性について消費者に信頼されるような生産・流通面でも制度的

手段を常に整備しておくことが重要である。 
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わが国近世までの牛馬飼養の歴史 上 
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１． はじめに 

 本稿の目的は、環境問題や飼料の海外依存、さらには代替肉のクローズアッ

プなど、大きな転換点を迎えているように感じられるわが国畜産を前にして、

同業にチャレンジしていくことの意義について、わが国の畜産業の歴史をたど

ることにより、考察を深めることである。 

 ところで、わが国は、明治時代になるまで食肉を目的とした家畜の飼養の習

慣はなかったと言われているが、歴史をたどるにあたっては、その実態と理由

を明らかにしていくことが課題となる。畜産業が農業の一部として行われてき

たことは、『農業研究』第 34 号（2021）において考察したが、農業そのものの

考察が不十分であった。これからは、農業の歴史を同時にたどりつつ、畜産に

ついて、考察を深めることとしたい。 
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２． 海上の道 

 『農業研究』第 34 号（2021）において、古代日本には食肉風習を伴う北方的

食生活と植物性食物中心の風習を持つ南方的食生活のせめぎ合いがあったとい

う加茂の説を紹介した。そして、北方的食生活が渡来民によってもたらされる

以前に、南方的食生活は主として東南アジアから移入され、弥生式文化の基礎

になっていたとしていることを述べた。 

 南方からということになると、農学を学んできた者としては、柳田國男の『海

上の道』が自然と連想される。ちくま文庫『柳田國男全集 Ⅰ』の最初の収録作

品は、『海上の道』である。福田アジオの解説によると、『海上の道』は柳田

が死去する前年の 1961 年７月に刊行されていて、収録された各論文はすべて戦

後のもので 1 つを除いて 1950 年から 55 年の間に集中的に発表されたものであ

ることに特徴があるという。１） 

 この時代は、皇国史観のもと敗戦へ突き進んだ太平洋戦争後の談論風発の時

代であったと考えられるが、この点については後でまた触れることとしたい。

日本国あるいは日本人というものをもう一度考え見直そうという機運が国全体

で高まっていた。 

  『海上の道』のまえがきの冒頭は、「私は三十年ほど前に、日本人はいかに

して渡って来たかという題目について所感を発表したことがあるが、それから

この方、船と航海の問題が常に念頭から離れなかった。」２）からはじまる。同

時に表紙裏には、「日本近海の海流図 海上保安庁水路部提供」という現在の

朝鮮半島を含む本州以南、台湾から八重山列島にかけての地図を掲載している。 

 例えば、網野善彦著『日本社会の歴史(上)』によれば、約 200万年前、アジ

ア大陸の東端は、巨大な内陸湖を抱くサハリン・北海道・本州弧が陸橋をなし、

北に千島弧、南に琉球弧がやはり短い陸橋をなして大陸との間に大きな湖を抱

いていた。地球上の気候は、周期的に寒冷期と温暖期を繰り返し、約 30万年前

には千島弧と琉球弧は列島になり、約１万８千～１万７千年前の第４氷期後半

頃まで、サハリン・北海道・本州弧はときどき海進によって途切れることもあ

ったが内陸湖を抱き続けた。この陸橋には、大陸の南方と北方からさまさまな
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動物が移動し、生活してきた。このような動物群とともに、約 50万年前には人

類が移住していたことが遺物によって推定される。そして、ほぼ４万年から３

万年前には、後期旧石器を使う人類が、この陸橋の全域に広く生活するように

なっていた。ところが、寒冷期を超え約１万８千～１万７千年前に、温暖化に

伴う海進がはじまり、いくつかの大きな島になっていき、１万２千年前には日

本列島がほぼ現状に近い姿をあらわしだしたという。３） 

 柳田の関心は、日本人が「いかにして渡って来たか」だが、その視野はさか

のぼってもせいぜい１万２千年前までであり、関心のあり方が「いかにして渡

って来たか」であり、すでに日本列島には人類が生活していた事実には関心が

向いていないことを確認しておきたい。その上で、『海上の道』の主要テーマ

は、冒頭に収録されている、昭和 27年に発表された同名の論文にほぼ集約され

ていると思われるので、以下本論の関心に即しつつ要約してみたい。 

 久しい間気がつかず、解答も得られていない問題の中でも四面海で囲まれた

島国の海上生活に対する無知は異常であると、柳田は書きはじめる。そして、

海上から海岸に向かってまともに吹いて来るアイノカゼに言及する。もう 25

年ほど前のことになるが、富山県に住んだ時期がある。富山では、越中国司だ

った大伴家持とともにアイノカゼは人口に膾炙する。北陸新幹線が金沢まで延

伸し、同時に北陸本線は西から金沢までとなり、富山、金沢間は「あいの風と

やま鉄道」となって、ローカル線化した。県外者は「愛の風」と思うだろうが、

実は違う。アイノカゼは「数々の渡海の船を安らかに港入りさせ、またはくさ

ぐさの珍らかなる物を、渚に向かって吹き寄せる風のことであった。」４） 

  柳田は、明治 30 年の夏、渥美半島の伊良湖岬に滞在し、風の強かった翌朝に

椰子の実の流れよっているのを目撃する。帰京して島崎藤村にその話をしたと

ころから、「椰子の実」の歌が生まれた。「もちろん私は椰子の実の漂着地の

一つをもって、原始日本人の上陸点と見ようとするのではない。しかし少なく

とも日本の海岸線の数千里の延長の中で、特に殊邦の物の流れ寄りやすい区域

が限られ、従って久しく世に知られずに過ぎたという点は参考にな」るだろう

と続ける。５） 最初は漂着した島々に、なぜ日本人は危険を犯してまで辛苦し

て家族朋友を誘ってまでまた渡ってくることになったのか、それは宝貝の魅力

のためであった。秦の始皇の世に銅貨を鋳るようになるまでは、中国の至宝は
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宝貝であり、なかでも子安貝の産地は限られており、極東では宮古島を中心と

した珊瑚礁上よりほかにはなかった。中国で宝貝の重視願望がほぼ頂点に達せ

んとした約２千年前がちょうど極東列島のいずれかの一つに始祖日本人の小さ

な群が足を印した頃らしい。 

 そこから、話は稲作の問題に転ずる。「ちょうど縄文期と弥生式期の境目の

頃に、この国へは種籾が入って来て、それから今のような米作国に、おいおい

と進展したということらしいが、それがまず自分には承服しがたい。あらゆる

穀作にも通じて言えることだが、稲にはことに年久しい観察に養われた、口伝

とも加減とも名づくべき技芸が備わっていた。（中略）すなわち最初から、少

なくともある程度の技術とともに、あるいはそれ以外に米というものの重要性

の認識とともに、自ら種実を携えて、渡って来たのが日本人であったと、考え

ずにはおられぬ理由である。」「注意せずにはいられない一つの特徴は、右に

申すごとく特別にこれを重視し、あらゆる民間の信仰行事から、歳時暦法の末

に至るまで、もっぱら稲の栽培収穫を目標として行われて来たことであった。

米の信仰的用途ともいうべきものが、（中略）四隣の幾つかの稲作国と共通の

ものが、指示し得られるようになって来たのである。昨年創始せられた新嘗研

究会の成績が切に期待せられる」と述べている。６） 宝貝の需要が下火になる

と、「次々と水豊かに草木の濃く繁った、地形の雄大なる陸地に、将来の足掛

りを、求めようとしであろう」７）と結んでいる。 

  皇国史観のくびきから解放された状況下、日本中を熱狂に巻き込んだのは静

岡県登呂遺跡の発掘だった。1947年には遺跡調査会が発足し、考古学・古代史

・建築史・植物学・地質学・農業史学の面々が発掘に加わった。登呂遺跡の発

掘や 1946 年の岩宿における旧石器発見で、空前の考古学ブームが到来したが、

人々の関心が向かったのは縄文ではなく弥生だった。「登呂をめぐる熱狂は、

何よりそれが日本敗戦まで皇国史観に覆われていた日本の古代史を明らかにす

る鍵と考えられたこと、そして水田稲作＝「日本文化」の起源の探究ととらえ

られたことによる。そのためには、農耕以前、あるいは天皇制とは関係をもた

ない大湯環状列石のような縄文遺跡ではダメだったのである。」「登呂遺跡は、

戦後の「水田中心史観」に立つ研究の出発点となったのである。」８） 坂野徹

によれば、1951 年に柳田らによって結成され三笠宮が主宰した「にいなめ研究
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会」は、象徴天皇と平和日本が強力に打ち出された当時の思潮の一角を占めて

いたのである。 

  『海上の道』に収録された論文は、以下「海神宮考」「みろくの船」「根の

国の話」「鼠の浄土」などと続く。そのテーマは、＜ニルヤと根の国＞、つま

り、日本人のルーツをめぐってであり、稲穂等の伝来についての断片的なフォ

ークロアの紹介である。柳田らにとっては、稲は単なる一農作物ではなく、稲

作文化複合とでもいうべき一つの文化の象徴であった。それは柳田らにとって

は、日本文化と置き換え可能なものであり、同時に渡来したものであった。確

かに、植物の馴化、栽培作物化は一個人の単なる思いつきや偶然で到底なされ

るものではない。農作物の栽培は、agriculture と言われるように文化そのも

のである。それは「渡来した」と考えるのが無難なわけであるが、どのように

渡来したのか、つまり、いつ、どこから、どのように（侵略によるのか、順次

のほぼ平和的な混住によるのか）などなどによって、その伝播の意味は百八十

度異なることになるだろう。太平洋戦争直後の戦後民主主義の時代に、平和的

な稲作の＜弥生文化＞を発掘することには科学を超えた象徴的な意味があった

ようである。 

  そのような背景があって刊行された『海上の道』の中で、それでは畜産はど

のように取り扱われているであろうか。畜産については、抜けがないとして、

３カ所で触れられている。 

 まず「海上の道」で、日本人にとって稲作が特別なものであることを強調す

るなかで、「かつて肉類のみによって生を営んだ時代が、我々の中にもあった

ということは信じにくい。稲以外の作物や採取物の、飢えを医するに足るもの

は以前も多く、その中にはあるいは起原の稲よりも古いものが、あるかもしれ

ぬ」と、我々のルーツは植物性食物中心の風習を持つとしている。９） 

  ２カ所目は、「人とズズダマ」において、「大同三年（八〇八年）に成ると

伝うる『古語拾遺』の終りの一節、大地主神が田を営み、牛の肉を田人に食べ

させた罰によって、蝗の害を受け苗葉たちまち枯れ損じたという条」を紹介し

ている。10） ３カ所目は、「稲の産屋」である。「にいなめ研究会」の反映で

あろうか、ここでは「にいなめという日本語」の探究が主題となっている。「な

め」は「舐める」であり、試みに食べるという意味であるが、「にい」に「新」
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の漢字を充てるのは当て字であり、「ニホ・ニョウ」、そして稲積方式をにお

づみと言い、さらには産屋を「ニブ」と言うことに触れた後、「近畿とその周

囲の土地には、ニブ入りという語だけがまだ活きて残っている。（中略）母が

安産の悦びに来ることも、または生れ児を見せに親元に行くことも、地を異に

して共にニブ入りと呼ばれている。方言の中にも気をつけていたら、これから

まだ見つかることだろうが、山陰山陽の畜牛地方などでは、牛が仔を産む時期

が近づくことを、ニュウに入る、またはニュウにつくという例もあるという。」11） 

と言及している。 

  『農業研究』第 34 号で、加茂や鑄方に依拠しつつ、植物性食物中心の風習を

持つ食文化が定着している中に、３世紀乃至は４世紀頃から、朝鮮半島を経由

して畜牛、畜馬を飼養する、さらには食する文化が伝播してきたという認識を

紹介したが 12）、「山陰山陽の畜牛地方」とは、当時朝鮮半島との交流が深かっ

た地域である。植物性食物中心の風習と畜牛の発生に対する、『海上の道』で

の柳田の認識も同様であったと言えそうである。 

  坂野が指摘するように、戦後民主主義の時代、稲作文化を携えて渡来した弥

生人がもともと平和を愛する日本人のルーツであるとする＜日本人＝弥生人＞

論は、同時に、農業あるいは稲作に対する国民的な関心を呼び起こしたが、そ

のときは、わが国が農業国から工業国への発展へ向けて大きく舵を切る時期に

重なる。網野善彦は、農業中心の「はじめに日本人ありき」ともいうべき農本

主義的な史観を一貫して批判してきた歴史家であるが、日本列島社会の歴史に

はこれまで５つの転換点があったとしている。 ➀第１の転換 長い旧石器時代

から縄文時代へ、②第２の転換 稲作を含む複合的な文化を担う弥生人の流入、

③第３の転換 列島最初の本格的国家「日本国」の確立（６世紀から７、８世

紀）、④第４の転換 文明史的・民族史的大転換（13世紀後半から 15世紀）、

そして、⑤第５の転換を 20世紀後半から現在としている。13） 第２の転換点は、

戦後民主主義の時代に稲作、つまり農業中心の日本国という史観の礎を形成し

た転換点であり、それは第３の転換「日本国」確立へとつながっていくことに

なる。第４の転換は、13 世紀後半から 15 世紀にかけてであり、日本列島の内

外を結ぶ交通の発達、安定を背景にした人やモノ、さらには銭貨の流通がいっ

そう広く深く社会に浸透し、自治都市の形成と軌を一にして村落では用水、山

－ 186 －



林、河海の漁場、さらには耕地そのものの自治的な管理の掟を定めるものがあ

らわれる。小規模ながら田畠を集約的に経営する農業、女性による養蚕、製糸、

織物、さらに製紙、木器の家内手工業、加えて造林、果樹栽培、鉱産物採取な

ど多様な生業に支えられた内陸部の山村や平地村、漁撈、製塩、交易にごくわ

ずかな田畠耕作で維持される海村、さらに商人や鍛冶、鋳物師、轆轤師などの

集住する商村・工村など多様な自治的村々が成り立っていった。14） 網野は、

13 世紀後半から 15 世紀にかけて形成されていく、村々の生活を、庶民による

多様な生業の広がりと深化として描いてみせる。 

 筆者は『農業研究』第 34 号において、農業について「人間が地球の空間的広

がりや生態系との両立の中で持続的に太陽エネルギーを捕縛し、人間にとって

有用な形態に変換するはたらき」と、自然科学的に定義することを提起した。

鉱産物採取は少し性格が異なると思うが、「農業」を「生業」と置き換えれば、

少々表現がなま煮えであるかも知れないが、そのまま網野が描く村々の生業の

世界に親和性があると自分では考えている。それぞれの地域の土地の広狭や地

象・気象さらには社会条件に即しながら自給度に濃淡はあるものの、直接・間

接に太陽エネルギーを利用する生産と生活が複雑にからみあう成熟した生業社

会システムが日本社会に独特な形で自己形成されてきたのであり、その担い手

の中心はもはや貴族や僧侶でなく、読み書きや計数能力を身につけた村落や都

市の人びとであったと網野は指摘している。 

 第５の転換は、そのようにして徐々に形成されてきた生業社会システムから

のドラステックな離陸として 20世紀後半におとずれる。太平洋戦争の敗戦によ

り、出生者や海外からの引き揚げ者による農家人口の膨張も、農村から都市へ

の人口移動により 1950 年頃にはピークに達し、農地面積が 1961 年をピークに

減少に転ずる（「耕地及び作付面積統計」）。その転換点について、網野は「人

類社会が核兵器など、みずからを滅ぼしうる力を開発し、保持するにいたった

二十世紀後半の世界の状況、その中にあって高度成長期に入り、猛烈な勢いで

国土の乱開発を進めた日本の経済社会自体が、公害、自然破壊など、さまざま

な形で「自然」そのものから復讐をうけつつあることなど、列島社会の歴史に

即してみると、さきに「文明史・民族史的転換」といった十四世紀、五世紀の

社会の転換以来といってもよい、自然と人間社会との関係の根底的な転換の進
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行が自覚されはじめる」15）と述べている。奇しくも『海上の道』が刊行された

のは、日本社会の農地面積がピークの年である 1961 年であった。そして、柳田

は翌年に他界する。脱農業化する第５の転換後の日本社会を見ることはなかっ

た。 

３． 縄文人と弥生人 

 日本人をどう捉えるかは、日本社会において、農業、さらには畜産業をどう

捉えるかに波及する問題をはらんでいると考えられる。古代史好きの国民性も

あってか、それらは、縄文人と弥生人への関心という形で永年にわたり論じら

れてきた。以下、本年刊行されたばかりの坂野徹著『縄文人と弥生人 「日本

人の起源」論争』によりながら、明治以降の同時代の政治・社会の状況に大き

く規定されていた人類学・考古学史をたどりつつ、現在の日本人論の到達点を

概観しておきたい。 

 坂野は、『縄文人と弥生人』のまえがきで、「そもそも縄文と弥生という時

代区分が中学・高校の教科書に掲載されるようになるのは一九五〇年代以降の

ことであり、縄文人と（渡来系）弥生人の混血によって日本人が形成されたと

いう学説が人類学者、考古学者の共通了解になったのは一九八〇年代以降のこ

とにすぎない。時代をさかのぼれば、現在のわれわれが当たり前のように受け

入れているのとはまったく異なる縄文（人）と弥生（人）の了解が社会には広

がっていたのである。」16）と釘を刺すことからはじめる。そして、古代の時代

区分として日本に独特の「縄文、弥生」の歴史を、明治期の「お雇い外国人」

がわが国にもたらした近代的な人類学・考古学研究までさかのぼる。1877年の

モースによる大森貝塚発掘である。モースの日本人種論は、一般にプレ・アイ

ヌ説と呼ばれる。モースは、記紀の神武東征に信憑性があるのならば、日本人

の祖先は南方から日本列島に渡来し、かつて北方から南下して日本列島を占め

ていたアイヌの祖先に取って代わったが、貝塚はアイヌ以前の「人種」、つま

りプレ・アイヌの生活の跡であり、このプレ・アイヌこそが日本最古の住民に

ほかならないとしたという。また、ミルンは、アイヌの伝承に依拠しつつコロ

ポクグル説を提唱し、ベルツは、「日本人はアイヌ系、中国・朝鮮の上流階級
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に似たタイプの蒙古系、マレー人に似た別のタイプの蒙古系の三つの構成要素

からなる」という説を唱えたという。坂野によれば、これらの「お雇い外国人」

の主張には違いを超えた共通点があった。記紀の記述に依拠しつつ、かつて日

本列島において先住民族と日本人の祖先との間で闘争があり、支配集団の交代

があったという、いわば「人種交代モデル」の考え方である。そして、こうし

た「お雇い外国人」による議論の延長線上で、日本人研究者による草創期の日

本人類学・考古学を代表するコロボックル論争（アイヌ・コロボックル論争）

が展開されのである。17） 

 ところで、明治期における土器の認識はどのようなものだったのか。縄文土

器、弥生土器の認識や名称についても多くの変遷を経ているのが実情のようで

ある。「縄文(紋)」という呼称は、モースが大森貝塚の発掘報告書で、その形

状から「cord marked pottery」という用語を用いたのがはじまりだという。一

方の弥生土器は、東京府本郷区向ヶ丘弥生町の向ヶ丘貝塚で発見した壺に由来

する。20世紀に入って以降、徐々に弥生土器が縄文土器よりも新しい時代の産

物との認識が広がり、大正期に入ると、縄文・弥生土器の区別や先後関係を「人

種」の違いと結びつける日本人起源論が提唱されることになった。18） 

 明治期の日本人種論に関しては、先住民族をめぐって激しい論争が続く一方

で、先住民を駆逐・征服したとされる日本人の起源につてはほとんど議論がな

かったという。その理由として、すでに明治期に日本人の起源をめぐる研究は

タブーだったということのようである。同時に、明治期の人類学・考古学の関

心の中心が土器や石器など石器時代の遺物遺跡であり、記紀の記述などにもと

づけば、それを担ったのは金属器段階で日本列島に渡来した日本人の祖先では

なく、先住民族であったからであるとも、坂野は述べている。そして、集団と

しての日本人をどうとらえるのかの問題を提起する。「近年では、人類を複数

の人種（race）に分類することはそもそも不可能だという認識が常識となり、

人類学者が人種という用語を用いることはほとんどない。彼らが現在、用いる

のは集団遺伝学における集団（population）という概念である。／だが、日本

でも一九九〇年代までは、人類学者にとって人種（race）は学問の根幹に位置

する用語であり、研究者のあいだでも、人種が肌の色などの生物学的な人間の

区別であるのに対して、文化的な区別を民族と呼ぶという理解が一般的であっ
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た。一昔前の自然人類学や文化人類学のテキストをみればわかるが、自然人類

学者が扱うのが人種、民族学者（文化人類学者）が扱うのが民族という了解が

研究者のあいだでも普通だった」、「歴史的にみると、こうした人種と民族の

用語としての使い分けが成立したのは、大正期に入ってからのことである。」19）  

1990 年代の raceから populationへの変化の背景には、DNA学の発展があるだ

ろう。大正期の人種と民族の分離は、明治期から大正期にかけての諸学の発展

と分化、そしてその背景に記紀を縦横に解釈しさらには批判できる状況をつく

った大正デモクラシーと呼ばれる時代背景があったが、「日本人種」という概

念の生物学的な曖昧さを棚上げして、文化や歴史の面で統一性をもつ集団を「日

本民族」と呼ぶことで、「日本人」を問い続けた。かくして、大正期は明治期

の人種交替モデルを超えて、諸種の学説が登場する。石器時代から日本列島に

は日本人の祖先が住んでいたという説、石器時代に日本原人と隣接人類との混

血が進んだとする混血説、「縄紋式以来住民の血も文化も後代に続いている」

という人種連続モデルなどである。20） 

 1920年代後半から30年代にかけては、人類学は自然人類学への傾斜を強め、

一方、同時期には戦後の民族学（文化人類学）や民俗学へとつながる組織化も

はじまっていた。1925 年に柳田が雑誌『民族』を創刊し、34 年に日本民族学会

（現・日本文化人類学会）、35 年には柳田を中心に民間伝承の会（現・日本民

俗学会）が設立されることになる。一言で言えば、観念主義を克服し実証主義

の開花である。そのような中、考古学では精緻な土器編年研究が進んでいく。

縄文と弥生を時代差としてとらえ、弥生文化を水田稲作時代の到来ととらえ、

「縄文式時代」「弥生式時代」という呼称が用いられるようになった。それら

は、十五年戦争の中断を経て戦後の登呂遺跡発掘にもつながっていった。青銅

器や稲作をともなう弥生文化は、大陸から北九州に伝来し東漸し、「縄文式土

器使用民族」と「弥生式土器使用民族」のふたつの「系統」により日本人は形

成されたが、両者は比較的平和裡に相結び相融けて一団になっていったという

考えが広がっていく。が、1930 年代後半、人類学・考古学の世界には再び神話

の世界が影を落とすことになったという。21） 

 日本列島にはいつ頃から人類が生息していたのかは現在でもなお未解決の問

題であるが、明治期にはさしたる根拠のないまま日本列島の石器時代は３千年、
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新石器時代以前にはさかのぼらないと考えられていた。それを覆したのが、1946

年の相沢忠洋による群馬県岩宿遺跡の発見だったが、そもそも戦前の日本考古

学では旧石器かどうかの厳密な判断ができなかったという側面もあったらしい。

1920 年代後半、中国で相次ぐ北京原人や旧石器発見の報告が、わが国の人類学、

考古学へ衝撃を与える。縄文土器使用以前にすでに日本列島に人類が生息して

おり、いずれは旧石器時代の遺跡が発掘されるだろうと考える学者が出てくる。

網野のいう「第１の転換」の黎明である。1930 年代初頭、在野考古学者直良信

夫が兵庫県明石海岸で人骨を発見する「明石原人」事件が発生したりするが、

西洋仕立ての石器時代（研究）と建国神話のダブルスタンダードの時代であっ

た。22） 

  こうして、太平洋戦争の時代に突入していくが、皇国史観・大東亜共栄圏・

紀元二千六百年の時代である。戦時中には膨大な数の民族論が発表されたが、

その過半が過去における異民族との混血を認めつつ、その後同化が進み、統一

的な日本民族となるという歴史を描いていた。考古学者の後藤守一は、1941 年

に「縄文式文化人は弥生式文化人との間に、血の闘争を試みた後に、住み慣れ

た故郷の地を逐われて北方へと退いて行った先住民ではなく、接触の当初こそ

多少の葛藤もあったでしょうが、やがて両者は渾然として融合して行ったので

ありましょう。すなわち後には、大和文化圏内の一員として、春光熙々たる生

活を送ったのでしょう。われわれの血の中にはこの縄文式文化人の血が多分に

流れていると信じます。」と、書いている。いずれの論考も縄文人と弥生人の

あいだには闘争＝征服でなく平和裡の融合があったと強調されるが、おそらく

帝国日本が喧伝した大東亜共栄圏建設のイメージの反映でもあるだろう。また

さらに注意すべきは、いずれの論考も弥生人の大陸からの渡来を明示的に語っ

ていないことであるという。23） 

  そして、戦後民主主義の考古学の時代については、すでに述べた。そこでは、

稲作という高度に発達した文化複合を基調として大きな政治勢力が基本的に平

和裡に形成されていくことが強調されるが、その文化複合は、日本列島の人類

によって創造されたのではなく渡来したのであり、どのようなルートでいつ渡

来したかが、邪馬台国がどこにあったかの問題と同じように盛んに論じられた

のである。同時に弥生文化に焦点をあてた議論が活発に行われたのは、戦後復
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活したマルクス主義が強調する単線的な唯物史観が弥生文化＝稲作という見方

を強化した局面があったという。24） そのような歴史的経過を経て、それでは、

現在、日本人の起源についてはどのように考えられているのだろうか。 

 坂野によれば、21世紀に入って以来、日本では縄文文化に関する一種のブー

ムが起こっているという。その嚆矢は、1991 年に最初英文で発表された埴原和

郎の二重構造モデルである。形質人類学の研究から、現代の日本人につながる

集団は基層集団である縄文人と弥生時代に渡来した人々の混血によって成立し

たとしたが、アイヌや沖縄の人々を除く本州、四国、九州のいわゆる「本土日

本人」の成立に関しては現在でも定説とされている。同時に、現在巷にあふれ

る縄文を日本の基層、深層、古層などととらえる発想の起源は、梅原猛とその

先駆者・同伴者である京大系の研究者（いわゆる新京都学派）にある。坂野は、

「いずれにしろ、「基層文化」や「深層文化」は、ある種のマジックワードだ

ったといわねばならない。上山や梅原に代表される縄文＝基層(深層)文化論に

ついては、その後、考古学者を含めて、さまざまな批判がおこなわれた（泉・

下垣「縄文文化と日本文化」など）。それにもかかわらず、こうした表現の延

長線上で、縄文（文化）を基層、深層、古層など、さまざまに表現する俗流文

化論が現在まで続いていると考えられる。」としつつ、日本人起源論を「だが、

すでに現実の日本社会には多様な出自をもつ人間が暮らしている。外国国籍を

もつ人、アイヌや沖縄出身者、中国や朝鮮半島出身者、両親のいずれか（ある

いは両方）が外国出自である人などなど。日本に暮らす人びとのエスニックな

多様性は確実に増大しており、」彼らにとって「起源（ルーツ）は別の意味を

もつ。」と、将来を見つめたしめくくりを行っている。25) 

４． 古代までの日本社会の農業および畜産 

  今一度、『日本社会の歴史(上)』に戻り、第１の転換点から第３の転換点を

たどることで、日本社会における農業の発生と畜産の発生の時期について確認

しておきたい。 

 日本列島がほぼ現状に近い姿をあらわした１万２千年前頃、後期旧石器時代

の文化をもつ人びとの生活も後半に入り、約１万年前頃、氷河期が終わりを告
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げ、列島に落葉広葉樹林の森が広がると、狩猟・漁撈とともにカシ、コナラ、

ドングリ、クリを採集する人びとは、今のところは日本列島の中で独自に生ま

れたとされている土器の使用をはじめる。同時に、日本列島産の黒曜石が朝鮮

半島南端、沿岸州、シベリアの各地で出土するなど、この文化は、アジア大陸

の北方、中国大陸や朝鮮半島、東南アジアなど諸地域の文化と海を通じて交流

していた。ただこの文化は牧畜の要素を欠いていた。26） 

 縄文時代は，すべての地域、時期を通じて、人間の生活は厳しい自然に圧倒

されていた。狩猟の際に、家畜化された犬が使われた。気候の温暖化にともな

い植生にもかなりの変化があらわれ、青森県の三内丸山ではクリの栽培も行わ

れはじめたと考えられている。福井県の鳥浜遺跡からは日本列島原産ではない

瓢簞が出土するように植物の栽培はかなり多方面に行われたと考えられる。樹

木の繊維による衣類や履物など、この文化は極めて多様な生業・技術を発展さ

せていった。そして三内丸山のような「縄文都市」も出現する。すでに呪術性

をもつ首長の萌芽が、自然的な条件を背景とする集団の間の分業、職能の部分

的な分化にともなってあらわれ、広域的な社会的結合が見られるようになって

いるが、制度としての階級・身分の分化はまだ見られなかった。27） 

 「列島西部の打製石斧を石の鍬とみて、照葉樹林では採集すべき堅果が乏し

いため、この時期の人びとはヒマラヤの南麓から東南アジア、雲南山地、揚子

江の南の地域にひろがっている照葉樹林帯の文化に影響され、雑穀（アワ・ヒ

エ・モロコシ・ソバ）を主要作物とする焼畑農耕をはじめており、」「佐賀県

唐津市の菜畑遺跡では、縄文晩期の山ノ寺式土器をともなう水田遺跡が、木製

のえぶり、鍬、朝鮮半島南部によく似た出土品のある石包丁などとともに発掘

されている。現在のところ、これが日本列島における最も古い水田遺跡といわ

れており、アワ、ムギなどの畑作とともに、穀物を中心とする本格的な農耕が

紀元前四世紀ごろには列島の一隅で開始されたことは確実である。」28） 

 紀元前３世紀頃、板付（福岡市）の水田遺跡において、はじめて弥生土器が

姿をあらわす。もとより、縄文時代以来の狩猟・漁撈・採集に、金属器を使用

し本格的な体系をもった稲作を基礎とする弥生文化が加わった。弥生文化がそ

れまでの縄文文化を基盤としつつ、大陸や半島社会の激動の影響のもとに成立

したことは明らかであるが、これをもたらしたのは朝鮮半島あたりからの移住
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者にとどまらず、縄文時代以来の朝鮮半島、済州島、対馬、壱岐、北九州、瀬

戸内海などの地域を結ぶ海を舞台とした海民の日常的な交流が、この文化流入

を支えていた。北九州に根をおろした弥生文化は、数十年といわれる速いスピ

ードで、列島西部に拡大し、おそくとも紀元前２世紀のうちには、南は薩南諸

島の一部、東は伊勢海沿岸と丹後半島を結ぶ線にまで広がった。海退によって

できた海岸平野や低湿地に、小さな畦で仕切られた小区画の水田が営まれた。

しかし果実の採集や狩猟・漁撈による生活を高度に発展させ、それまで列島西

部より人口も多かった列島東部の社会は、全体として弥生文化の受け入れに強

い抵抗をみせた。約 200 年間ほどの弥生前期は、おおまかにみると列島西部の

弥生文化に対して、列島東部では依然として縄文文化が続くことになった。紀

元前１世紀から紀元後１世紀に及ぶ弥生中期になると、稲作は関東から東北南

部にいたる列島東部にまで面として広がっていく。そのころの水田は低湿地だ

けではなく、谷間にもひらかれ、人工の用水・排水溝が造成され、鉄製の工具

や石斧でつくられた木製の鍬、鋤、えぶりが用いられた。最近では弥生初期か

ら田植が行われていたといわれている。収穫は石包丁等による穂首刈りで、木

臼や竪杵などで脱穀された。種籾は穀霊の宿る神聖なものと考えられ、共同体

の高床式倉庫に保管された。この頃になると、倉庫の管理をはじめ、季節ごと

の農耕神事をなどの祭祀を主宰し、耕地の開発・造成のための集団的な労働を

指導する共同体の首長の役割が大きくなっていく。弥生時代の人びとの生活は

水田のみによって支えられていたわけでなく畠作、焼畑が広く行われ、採集や

造林、機織、木器生産、狩猟や漁撈などのさまざまな生業に支えられていた。29）  

  『後漢書』『魏志』は、２世紀後半に入る頃、「倭国が大きく乱れ、長期間

にわたって戦いがつづいた」と伝えている。あたかもこの頃の中国大陸、朝鮮

半島では、ともに激動の時代がはじまっていた。日本列島西部の大乱もこの動

きと切り離しがたい関係にあったと考えられる。『魏志』は、邪馬台国卑弥呼

のシャーマン的支配を伝える。そこでは、｢稲や麻などの農耕、養蚕や織布も行

われている。ところが、牛や馬はまだ役畜としては使われていなようで」30） 

あることは、『農業研究』第 34 号ですでに触れた。 

 『魏志』や『晋書』によると、弥生時代後期の列島西部は、青銅製の祭器を
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用いた祭祀が発達し、朝鮮半島から導入した原料鉄で鍛造した武器や工具が普

及し、石器時代は列島東部まで含めて終焉しつつあった。鉢や甕の土器、木製

の農具なども大量に生産されるようになり、社会は分業や交易によって支えら

れるようになっていた。31） 

  こうした社会変化の中、３世紀末から４世紀初めに、前方後円墳に端的に表

現される首長たちの連合・統合のあり方に大きな変化がおこる。弥生後期には、

前方後円墳が近畿と瀬戸内海地域に画一的な様式と構造をもって広がっていく。

このこと自体が近畿・瀬戸内海と北九州の首長連合との統合が進んだあらわれ

である。古墳に埋葬された首長はなお呪術的な性格をとどめていたとはいえ、

それまでと異なる権威をもって、共同体の成員にのぞむようになっていく。あ

たかも 4世紀は、中国大陸では五胡十六国、南北朝の動乱の時代であり、朝鮮

半島では高句麗、新羅、百済のいわゆる三国時代になる。これに対して、列島

西部では首長連合の新たな統合のもと、朝鮮半島南部への介入を開始する。32) 

  ４世紀後半から５世紀にかけて、北は東北地方南部の会津から仙台平野、南

は九州の日向から大隅半島にいたる各地に前方後円墳があらわれる。朝鮮半島

では高句麗、百済、新羅の間に激しい抗争が起こっていた。それまでも半島南

部と密接な関係をもっていた北九州の勢力を統合した近畿の首長たちは、主と

して百済、加羅と手を結びつつ、半島における首長連合の対立に関与しはじめ

た。こうした同盟関係は、南下しようとする高句麗の圧力が増すにともない、

４世紀末から５世紀初頭にかけて、いよいよ緊密になり、使者の往復、物的・

人的な交流が頻繁になる。このような通交と戦闘の中で、半島からはさまざま

な職能民を含むきわめて多くの人びとが海を渡って列島に移住した、埴原和郎

によれば、列島西部に移住した人の数は、弥生時代の開始から古墳時代までの

千年間に、女性を含めて百万人から百五十万人に及んだと推定される。33） こ

うして、日本列島は国家形成への道を歩みはじめる。 

 さて、ようやく前稿（『農業研究』第 34 号）で述べた「日本列島での家畜の

発生」の時点まで再びもどってきた。日本列島には、旧石器時代から人類が生

息し、同時に列島外から、さまざまの動因、規模やルートで、波状的に渡来す

る人びともいた。それらの人びとが縄文土器をおそらく創造し、照葉樹林帯の
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文化を受け入れ、雑穀を主要作物とする農耕がはじまっていた。紀元前４世紀

頃になると、稲作をともなう弥生文化が大陸からの移住者とともに伝わってく

る（渡来のルートはさまざまだったのではないだろうか。）。彼らは、先住民

を駆逐・征服するという形ではなく、先住民と融和・混血していき、特に列島

西部では水田を重視する地域社会が形成され、同時にそれを統合する首長も出

現する。４世紀末から５世紀初頭にかけての朝鮮半島の動乱は、連合化しつつ

あった日本列島西部を巻き込み、半島からは列島へ渡来人が殺到する。そして

彼らは、それまで列島に定着していなかった家畜の牛や馬を持ち込むことにな

った、というのが、日本人と農業、家畜のはじまりであると、当面改めて確認

できたのではないかと考えている。 

５． おわりに 

 これからの執筆の計画をあらかじめ述べておくと、加茂儀一著『日本畜産史 

食肉・乳酪篇』によりながら、古代以降の食肉・乳酪の歴史をまずたどってみ

る。その後、古島敏雄の『日本農業技術史』や、さらには宮崎安貞の『農業全

書』、土屋又三郎の『耕家春秋』などによりつつ、農業生産の中にあらわれる

家畜について考察を行い、引き続き日本社会に於ける畜産の位置づけを未来志

向的に続けることとしたい。 
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１ はじめに 

本稿の主要なテーマは、日本農業研究所つくば実験農場（以下「農場」とい

う。）における 2021 年度の自給飼料生産と肉用繁殖雌牛飼養による子牛生産の

状況について、前年度に引き続いて報告することにある。 

 自給飼料生産および肉用繁殖雌牛飼養による子牛生産に関する全国の動向

は、2021 年度は基本的に前年度から大きく変化してはない。しかし、農場にお
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ける自給飼料生産と肉用繁殖雌牛飼養をめぐる状況は、令和３（2021）年度か

ら５年間の計画で実験農場調査研究生産活動支援事業（以下「生産活動支援事

業」という。）に取り組むこととなったことから、大きく変化した。具体的に

は、日本農業研究所が株式会社つくば良農（以下「つくば良農」という。）が

農場を中心に実施する「露地野菜プラス和牛繁殖経営の成立条件実証のための

調査研究活動」を支援する中で、自給飼料生産および肉用繁殖雌牛飼養につい

てはつくば良農が経営を継承する形で継続し、実証的調査研究の報告を継続し

て行うことになった。 

 なお、本報告の作成に当たっては、つくば良農の青木稔夫、吉沢哲、宮下好

広、諸岡将孝、渡邉仁各氏に協力をいただいた。 

２ 実験農場調査研究生産活動支援事業における和牛繁殖経営の位置づけ  

 生産活動支援事業および本事業を実施する株式会社つくば良農については、

『農業研究』第 34 号（2021 年）において概要を紹介しているので参照いただ

きたい。１） 本稿では、実験農場調査研究活動実施工程表を表１として再掲する。

「３ 日本農業研究所が実施する調査研究に関するテータ提供等の協力」で確

認いただけるように、日本農業研究所が継続して実施する本調査研究に関する

データ提供等のつくば良農の協力は、生産活動支援事業の一環であることを述

べておく。 

３ 実験農場の成績 

 2021 年度の農場における黒毛和種の繁殖雌牛および子牛の生産と販売、自給

飼料の生産・利用に関する成績等を項目ごとに整理した。  

１）繁殖雌牛の飼養実績 

(1) 繁殖雌牛の飼養頭数 
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 2021 年度期首における繁殖雌牛の飼養頭数は 43 頭であったが、期内に新規

導入がある一方で淘汰も進められた結果、期末には 34 頭になった。2021 年４

月～2022 年３月の 12 か月について、月毎に月初と月末の飼養頭数の平均値を

その月の飼養頭数とし、12 か月の平均値をその年度の平均飼養頭数とした。そ

の結果、当該年度の平均飼養頭数は 37.5 頭であった。その内訳として、過去に

もと牛を市場から 購入して繁殖用に飼養した導入牛は 12.9 頭であり、自家産

の雌子牛の中から家畜市場には出荷せずに農場に保留して繁殖雌牛として育成

した自家産牛は 24.6 頭であった。年度内に繁殖用もと牛の導入が１頭あった。

自家産牛では一定の月齢（14 か月齢）に達した段階で繁殖用雌子牛にカウント

されるが、 2021 年度には該当した育成牛はいなかった。一方、年度内に淘汰

した繁殖雌牛は 10 頭であり、淘汰した月は５月が１頭、６月が２頭、７月が２

頭、８月が１頭、９月が３頭、12 月が１頭であった。淘汰牛の産次は、８産次

牛が３頭で最も多く、次いで７産次と 10 産次が２頭、５産次、12 産次及び 14

産次が各１頭であり、うち８頭は孕みでの出荷であっ た（表２）。なお、淘汰

は次年度更新をめざした計画的な淘汰である。 

 

 

 

 

 

 

(2) 繁殖雌牛の産次数  

 産次数は繁殖雌牛が初めて出産した場合を初産次、その後は出産を重ねるご

とに２産次、３産次というように数字が増える。各繁殖雌牛の年度当初の産次

は、その年度に分娩した場合、産次は１が加わる。実際に出荷される子牛にと

って母牛の産次数は重要な情報であることから、農場が子牛を出荷している全

農茨城県本部家畜市場が開場前に発行する「子牛市場せり名簿」には産次が記

入されている。年度末における牛群の産次がどの様な分布であるかで、次年度

に生産される子牛の母牛が何産次であるか予想できる。そのことから、繁殖雌

牛を淘汰するか、あるいはもと牛を導入するか、自家産の雌牛を保留するかを

表２ 繁殖雌牛群の構成（頭） 
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考慮する上での判断材料を提供する重要な情報となる。 当該年度の産次につい

ては、期首の平均産次数は 7.2 産、分娩時は 7.3 産、期末は 7.3 産であった。

牛群の期首の産次数分布をみると８産次が最も多く 11 頭（26％）、次いで５産

次と 10 産次の６頭（14％）、７産次と９産次の４頭（９％）と続いた（表３、

図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 繁殖雌牛の分娩数と子牛生産頭数  

 すでに記述したように、繁殖雌牛の平均飼養頭数は 37.5 頭であり、そのうち、 

導入牛は 12.9 頭、自家産牛は 24.6 頭であった。これらの繁殖雌牛が生んだ子

牛は、33 頭であった。これを導入牛と自家産牛に分けてみると導入牛から 12

頭、自家産牛から 21 頭がそれぞれ生まれた。年度内に２回分娩した繁殖雌牛は、

本年度はいなかった。反対に年度内に一度も分娩しなかった頭数は淘汰した 10

頭中の１頭を含めて２頭であった。また、１頭は双子を出産した。その結果、

年度期首の繁殖雌牛の飼養頭数と比較すると 10 頭少ない子牛が生まれことに

なる。また、該当年度に関しては、誕生後に産子が死亡する事故が１件あった（表４）。  

表３ 期首、分娩時および期末の平均産次数（頭）  

図１ 繁殖雌牛の産次数分布（43 頭 期首） 
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(4) 授精回数と分娩間隔  

 2021 年度は 32 頭（うち１頭は双子）が分娩し、その平均授精回数は 1.7 回

（受胎率 60.4％）であった。これは、2020 年度成績（平均授精回数 1.86回、

受胎率 53.8％）、2019 年度成績（平均授精回数 1.53回、受胎率 65.4％）と

遜色ない、あるいはやや劣る成績であった。２）  受胎に要した受精回数は、 32

頭中 17 頭が１回目の受精で受胎し（53％）、２回目で 10 頭、３回目で４頭、

そして４回目は１頭で、すべてが受胎した。このように当年度は、多回数受精

での受胎が少ない結果となった（図２）。 

 2021 年度に分娩した 32 頭の分娩間隔については、近年は農場が目標として

いる１年１産をほぼ達成している中で、当該年度は平均 367 日であり１年（365 

日）をわずかに２日超えた。このうち、妊娠期間は平均 290 日であり、当初に

想定していた妊娠期間 285 日より５日長かった。その分は技術的と言うより生

理的な現象でもあることから、この日数分を差し引くと１年１産の目標より３

日下回ったことになる。分娩間隔の累計を見ると 365 日までに 22 頭（69％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 飼養頭数、分娩頭数及び子牛生産頭数  単位：頭 

図２ 受精回数の分布 
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が分娩していた一方で、386 日～405 日で２頭（６％）、406 日以上が５頭（16

％）いた。それらが牛群全体の平均分娩間隔を引き上げる要因になった（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家畜改良増殖目標（2020 年３月現在）では、分娩間隔は現在が 13.2ヵ月（400 

日）、目標値 12.5ヵ月（380 日）となっている。令和３年度の分娩間隔平均値

は目標値を 13 日下回る結果となったことになる。空胎日数が 80 日以内であれ

ば、計算上は１年１産が期待できる。令和３年度においては、分娩牛の 32 頭の

平均空胎日数は 77.7 日、そのうち、空胎日数 80 日以内は 23 頭（72％）で、

それらの平均空胎日数は 56.7 日であった。一方で、空胎日数 121 日以上が５頭

（16％）であったことは、全体の空胎日数を引き延ばす結果となった（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 分娩間隔の頭数分布 

図４ 空胎日数の頭数分布 
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２）子牛の生産と販売  

(1) 子牛の生産  

 当該年度に生まれた子牛 33 頭を雌雄別にみると、雄子牛は 12 頭（36％）、

雌子牛は 21 頭（64％）で、雌牛の比率が高い結果となった。一方、雌牛１頭は

出生７日後に死亡した。生時体重の平均は 34.4kg、雌雄別では雄子牛、雌子牛、

それぞれ 36.7kg、32.0kgで雌子牛はやはり軽量になった。生時体重が 25kg以

下の低体重子牛は、雄子牛にはなく、雌子牛３頭であった。例年のデータでは 

低体重子牛の多くが雌子牛で散見されてその後の発育遅延が問題となるケース

が多い。昨年度は雄子牛で低体重の子牛が２頭、雌子牛０頭認められたものの、

例年ベースにもどったことになる（表５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 子牛の販売  

 全農茨城県本部家畜市場における１頭当たり取引額の動向は、2019 年 12 月

をピ－ク（雌雄全体で 77.4万円）にその後は漸減し、翌年度の４～５月に底値

（５月の 58.8 万円）を示した後は回復傾向となり、2020 年 12 月には１年前の

同月の取引価格を超えた（全体で 78.7万円）。2020 年４～５月の取引価格低

下は、新型コロナウイルス感染症拡大で初めての緊急事態宣言が 2020 年４月

７日付けで発令された等の影響が大きかったと推察される。2019 年４月から

2021 年３月までの取引価額の推移については、『農業研究』第 34 号の小川ら

の報告を参照願いたい。４） その後、2021 年度に入ってからは、６月の雌雄全

体の取引価格は、底値（65.8 万円）になったが、前年の底値を 7,0万円上回り、

12 月にはピークの 79.5 万円（雌雄全体）となり、１年前同月の雌雄全体の取

引価格をわずかに上回った（図５）。 

表５ 雌雄別出産頭数と産時平均体重  単位：頭、kg、頭 

※雄牛は 12 頭生まれたが、1 頭出生時に体重の測りもれがあったため 11 頭で計算 
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図５－1 令和３年度全農茨城県本部家畜市場子牛セリ市の結果（去勢） 

図５－２令和３年度全農茨城県本部家畜市場子牛セリ市の結果（雌） 

図５－３令和３年度全農茨城県本部家畜市場子牛セリ市の結果（全体） 
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 2021 年３月までに生まれた子牛の所有権は、日本農研に帰属し、つくば良農

が飼養、出荷業務を受託するという経過的な措置がとられた。従って、つくば

良農に所有権が帰属する子牛は、2021 年４月以降に生まれた子牛からというこ

とになる。 

 2021 年３月までに生まれた子牛は、2022 年１月までに農場から家畜市場へ出

荷された。１月までに出荷された子牛は、雄子牛 21 頭、雌子牛 20 頭の合計 41

頭であった。それらの子牛は 2020 年６月 23 日から 2021 年３月 30 日までに生

まれた子牛である。出荷頭数が 41 頭であり、出荷は４月から 2022 年１月まで

の 10 カ月の間に行われたため、月平均の出荷頭数は 4.1 頭であるが、いろいろ

な要因が絡んで月ごとの出荷頭数にバラツキがある。2021 年度については、６

月と７月の出荷が最も多く７頭、次に５月出荷が６頭であり、５月から７月の

３カ月での 20 頭の出荷は年間出荷頭数の 49％に当たる。2021 年度の雌雄全体

の取引価格は、前年同様に期初と期末に高値傾向で、６月が底値、12 月がピー

クであった中での出荷であったが、2021 年度の取引額合計は 2,762万円となっ

た。この額は、2020 年度の 48頭（雄子牛 24 頭、雌子牛 24 頭）出荷での 2,831

万円より 69万円少なかったものの、2019 年度の 42 頭（雄子牛 23 頭、雌子牛

19 頭）出荷での 2,763万円とほぼ同額となった（表６）。高値の 11 月、12 月

の出荷頭数が少なく、特に 12 月は出荷した５頭のうち４頭までが雌であったこ

となどとともに、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を引き続き受ける結

果となった。 

 つくば良農が生産活動支援事業に基づき、肉用繁殖雌牛飼養管理を開始した

2021 年４月以降に生まれた子牛からは、出荷の際には、つくば良農として出荷

することになる。その最初の出産は５月になった。５月には２頭生まれ、２頭

とも 2022 年３月に出荷されている。本報告は、年度ごとの報告であり、その２頭も 

 

 

 

 

 

 

表６ 2019～2021 年度の子牛出荷実績の比較 
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本報告に含めるのが本来かも知れない。しかし、生産活動支援事業が実施され

ている現在の整理として、３月出荷の２頭については、来年度報告の中に含め

ることとしたい。なお、2020 年度に生まれた子牛には死産はなかったが、2021

年度は１月に１頭の死産があった。つくば良農への飼養管理の移行期という点

もあったとは考えられるが、今後検証が必要になろう。そのような条件整備の

ためにも、家畜・畜産物 GAPの取得に向けた取組を進めていく必要がある。 

 

３）放牧と牛ふん堆肥の利用等 

 農場内の飼料生産圃場は、過去十数年を遡った範囲内で、最も広かったのは

採草地が 12.35ha、放牧地が 6.3ha で合計 18.65ha であった。その後に、採草

地が 2015 年度から 9.15ha へ、2018年度から 8.10ha へと減少し、2020 年度は

２番草の収穫以降は採草地としての利用は終了し、2021 年度は採草地の利用を

行っていない｡ 

  放牧地については、6.3ha になって以後に面積の変更はない。なお、2021 年

度は、延べ放牧頭数（１日の放牧頭数×放牧日数/年）については、記録に不備

があり、報告することができない事態となった。2022 年度はそのようなことが

ないように取り組んでいるところである。 

気象庁のホームページによると、つくば市（館野）の平均気温と平均降水量

は図６の通りである。5） 多年生牧草を利用した放牧用牧草地は、基本的にオー

チャードグラスを主体とした混播牧草地であったが、今後、この気象条件に適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図６ 月別の平均、日最高、日最低気温および平均降水量 

（つくば市館野、気象庁 1991～2020 年度の平均） 

－ 209 －



合しつつ農場内の限られた放牧用牧草地を有効活用するための検討を行った経

緯については、『農業研究』第 34 号の小川らの報告を参照願いたい。６） なお、

検討に基づく草地更新の結果等については、次号に予定している令和４年度の

当調査研究報告の中で、一括して報告することとしたい。 

 牛ふん堆肥については、牛舎内で飼養中の繁殖雌牛と子牛が排泄したふん尿

の全量と敷料が堆肥の原料となった。パドックが併設されているフリーバーン

では、飼養されている繁殖雌牛がコンクリートのパドック上に排泄したふん尿

は残食した粗飼料も合わせて回収して堆肥の原料とした。繁殖雌牛が放牧中に

排泄したふん尿は放牧地へ直接還元されたことから堆肥原料とはならない。な

お、2021 年度は牛ふん堆肥の利用状況についても記録に不備があり、報告する

ことができない。2022 年度はそのようなことがないように取り組んでいるとこ

ろである。 

 次にイネ WCS等の利用について、簡単に取り組み状況を報告しておきたい。 

表１に示したとおり生産活動支援事業として、「同一経営内における園芸と

畜産両部門との耕畜連携の実践」が掲げられているが、イネなどの WCSを補助

粗飼料として利用することによる周年放牧をめざし、複数の調達先を検討した。

茨城県 1 産地、千葉県 1 産地とイネ WCSの調達について相談を進め、今秋から

給餌を開始した。茨城県は茨城町のＪ合同会社、千葉県は四街道市のＷ牧場で

ある。 

 Ｊ合同会社からは、麦のホールクロップも試験的に調達したが、収穫調製が

梅雨時に重なったためと考えられるが品質に問題が生じた。一方、Ｗ牧場から

試験的に調達したイタリアンライグラスホールクロップは牛の食いつきも良く

結果は良好であったので、稲の WCSとともに来年から積極的に使用することを

検討している。 

 キャベツ収穫跡地に栽培する緑肥の放牧利用を検討した。80a のキャベツ収

穫跡地に、2020 年 11 月 12 日にエン麦とヘアリーベッチを混播したほ場に、移

動電牧を設置し、2021 年６月 18日と 19 日に放牧を行った。放牧の時期が遅れ

エン麦が伸びすぎていたためか、牛の食いつきは芳しくなく、19 日に牛が放牧

地に移動したがらなかったため、放牧を中止する結果となった。 

  その他、耕作放棄された土地を農地として維持するための管理耕作作物の役
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割と同時にバイオマス資源として近年注目されている多年生の超多収イネ科作

物のエリアンサスを飼料用として利用できないか、10 月に牛舎運動場に仮植え

し給餌を試みた。食べてはいたが嗜好性は低かった。しかし、夏の酷暑期、日

陰のない放牧地に日陰をつくる効果とともに、周年放牧を実施する際の冬場の

給餌源との観点から今後も試験の継続を検討したい。 

４ おわりに 

  農場では、自給飼料生産に軸足を置きながら子牛生産の肉用繁殖雌牛飼養に

ついて資源循環型を基本として行い、家畜市場への上場を通して県内だけでな

くその一部は近県にも子牛を提供してきた。 その中で、繁殖雌牛は放牧やフリ

ーバーンで比較的自由な環境での飼養管理方式であったことなどにより、母牛

の発情回帰を早める繁殖面での改善効果があってきている。 

一方で、令和３年度からは、「はじめに」で紹介したとおり、つくば良農が

経営を継承し、生産活動支援事業の一環として実証調査研究を継続することと

なった。つくば良農は、農場における管理作業が行うことになったことを契機

に、ホールクロップサイレージの新しい調達先の検討、キャベツ収穫跡地の放

牧利用、さらにはエリアンサス給餌試験等に取り組んだが、経営内外の諸事情

により、十分な結果が必ずしも得られていないのが実情である。 

その中でも、最も大きい要因はつくば良農の畜産部門の体制整備の遅れであ

ろう。令和３年度は、経過的措置として、これまで日本農業研究所で畜産部門

管理作業を担当してきた２名の職員が引き続き管理作業を担当したが、次年度

以降の新体制に順次移行すべく、つくば良農は後任の担当職員１名の求人を行

い、秋口から雇用を開始したが、定着するには至らなかった。令和４年度にな

り、初歩的な牛飼養経験を有する 20歳台半ばの新規職員１名を新たに採用する

ことができた。現在は、人工授精については旧日本農業研究所畜産部門経験者

に依頼しつつ、新規職員に人工授精師の資格を取得させることをめざすととも

に、新規職員を旧日本農業研究所畜産部門経験者がヘルパー的にサポートする

という体制で管理作業が維持されている状況である。 

畜産部門の経営を安定させ、生産活動支援事業の工程表に従い、同一経営内
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における露地野菜と畜産両部門との耕畜連携等の実践に積極的に取り組んでい

くためには、体制整備にまだ時間がかかりそうな状況であると考えられるが、

実証調査研究に関するデータの等の協力については、次年度で改善されるよう

に引き続き努力していきたい。 

そのような状況の中ではあるが、昨年度、農業法人自らが R&D 法人化する必

要を述べ、農研機構研究機関等との連携の模索が始まっていることにも言及し

たが、農研機構農業ロボティクス研究センター等が中心参画機関である、PRISM

｢データ駆動型土壌メンテナンスによるスマート農業の高度化｣プロジェクトへ

のつくば良農の参画が決定し、詳細は割愛するが、農場キャベツ栽培ほ場での

土壌データ取りが昨年度から始まっていることを報告しておきたい。 

注 

１）参考文献１、261-267 頁 

２）参考文献２、219-220 頁 

３）参考文献３ 
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５）気象庁 ホームページ 過去の気象データ（茨城県つくば市（舘野）） 202 

６）参考文献２、226-227 頁 
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１．はじめに 

本稿では、2020 年の農林業センサス等により宮城県の津波被災地域の東日本

大震災以後の変化について分析を行う。 

宮城県の 2020 年農林業センサスの結果によれば、2015 年センサス時に比べ

農林業経営体で 23％の減少、農業経営体で 22.8％の減少、そのうち個人経営で

は 23.6％の減少を示し、これらの傾向はおよそ全国的な傾向と同じである。ま

た、組織形態別農業経営体数で見ると、法人化している経営体は全経営体で

29.3％を占めており、ほぼ３割である。法人経営体では、農事組合法人経営体

では 55.6％増、会社経営体で 27.3％増で、増加が顕著である。 

一方、法人化していない個別の家族経営体は 23.5％と大きく減少している。
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このような動きは、ほぼ全国の傾向とも一致しているものであり、必ずしも宮

城県だけの特徴ではない。この５年間で日本全体、宮城県全体でも農業構造が

大きく変化しているところであるが、本稿では、2011 年に発生した東日本大震

災の津波被災地域の状況とその変化の特徴を宮城県の状況と比較しながら見て

いく。 

２．東北６県の農業産出額の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初に東北６県の農業に関する動きを、生産農業所得統計を使って少し長い

スパンでみてみる。図１は、東北６県の農業産出額を 2010 年＝100 として描い

たものである。2010 年より以前は、農業産出額がほぼ各県とも減少傾向にあっ

たことがわかる。2011 年に東日本大震災が発生するが、その年を境にして各県

の動きは非常に大きく変化し、またそれぞれの特徴が出ている。 

東北各県は、大きな被害を出した岩手県、宮城県を含め多くは上昇傾向にあ

る。しかしながら、福島県のみ、2011 年以降も減少傾向にある。また、山形県、

秋田県、青森県は、近年とくに高い伸びが見られている。宮城県や岩手県も 2014

年頃から全国と同じ傾向である伸びが見られる。 

図１ 農業産出額の推移（東北、2010=100） 
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これを東日本大震災前と後での変化を具体的な数値で見てみよう（表１）。 

データは東日本大震災前の 2003 年から 2010 年のデータと 2011 年から 2019 年

までの値の平均を取ってその変化率を考えてみる。平均をとった期間の動きは、

平均値１つで代表してしまうため無視されてしまうが、その期間に一定方向に

動いていれば全体の動向はこれで見ることができる。 

耕種については米を中心に農業産出額で大きく減少している。特に、原発事

故のあった福島県は産出額レベルで 251,8 億円の減少となっている。また、秋

田県や宮城県も大きく減っている。これは米の需要の減少や国の米政策の変更

によって米価が下落したことの結果であるが、野菜では青森県や山形県で生産

を延ばしている。また、果樹では山形県が 188.4 億円増、青森県が 92.4 億円増

と大きな伸びを示している。宮城県と福島県は野菜において減少が見られる。 

畜産に関してはどの県も伸びが見られている肉用牛に関して言えば青森岩手

宮城で伸びている。また、酪農、養豚、ブロイラーでは岩手県の伸びが著しい。 

このように東北地域では、東日本大震災の前後で農業発展の形が大きく異

なっている。中でも米の生産の減退は、東北農業にとって大きな変化である。

また、生産がその県の特徴的なものにシフトしていることが指摘できる。その

結果、山形県、青森県、岩手県は農業産出額を大幅に増やすことに成功してき

た。米の生産に大きな比重があった秋田県や宮城県は、残念ながら全体として

マイナスであるが、それでも米以外の生産物へのシフトが進んでいることが伺

える。ただ例外として、福島県だけは、鶏卵を除いて減少しており、原発事故

から完全には回復していない。 

 

表１ 東日本大震災前後での農業産出額平均値の変化 

資料：生産農業所得統計各年版 

単位：億円 
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３．2020 年センサスの結果 

次に震災後の宮城県とその津波被災地の農業構造がどのように変化したかを

見ていこう。 

津波被災地については集落単位で見ていく。2015 年農業センサスで筆者が宮

城県の集落を津波被災状況によって３つに分類して分析を行ったが、本稿でも、

これを踏襲して分析を試み、2015 年センサスの分析結果比較する。 

津波被災集落の３分類とは、津波の直接被害を受けた集落（Ａ地域という。）、

津波の被害は受けてはいない隣接の集落（Ｂ地域という。）、全く津波の被害を

受けていない地域（Ｃ地域という。）に分けたものである。また、宮城県は地形

によっても農業のあり方が大きく異なっており北部がリアス式海岸で山がちに

なっているのに対し南部はむしろ平野が広がっている。そこで 2015 年農業セン

サスと同じく北部地域は東松島市以北の地域とし、南部を松島町南として分析

を行う。なお、集落数はＡ地域で 575、Ｂ地域で 245、Ｃ地域で 1972 でＣ地域

が圧倒的に多く、Ｃ地域は宮城県全体の動きをほぼ対応していると考えられる。

なお、分類の詳しい説明については、森田（2018）参照されたい。 

 

３．１ 経営形態別等の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 経営形態別農業経営体数の変化 

注）Aは津波被災集落、Bは津波被災隣接集落、Cは内陸集落を示す。 

資料：農林業センサス（2020）,農林業センサス（2015） 

単位：件,％ 

－ 216 －



 

2015 年から 2020 年の農業経営体数の変化を見ると、宮城県全体で 23.7％の

減少となっている（表２）。津波被災地別でみるとＡ地域の集落が 31.3％の減

少になっており、宮城県全体よりも約１割ほど大きい。この傾向は北部、南部

ともに同じく、また、Ｂ地域の南部でも同じ程度の減少がみられる。残念なが

ら今回センサスの定義に変更で家族経営としては個人経営だけが表章されてい

る。法人の家族経営は法人に統合されてしまったため接続できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に経営耕地面積の規模別形態の構成とその変化を見てみよう（表３）。 

宮城県全体でも 3.0 ヘクタール未満の層で経営体数の減少が見られる。特に

経営規模が小さな 1.0 ヘクタール未満の層の減少が著しい。 

その一方で３ヘクタール以上については増加が見られている。ただし、30.0

ヘクタール以上ではあまり多くない。 

表３ 経営耕地面積規模別経営体数の構成率とその変化 

単位：件,％ 

注 1) 1.0ha 未満には「経営耕地面積なし」を含む。 

注 2） A は津波被災集落、Bは津波被災隣接集落、Cは内陸集落を示す。 

資料：農林業センサス（2020），農林業センサス（2015） 
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津波被災地であるＡ地域においても３ヘクタール未満の層の経営体数の減少

が大きく、他の地域が 1.0 ヘクタール未満層の減少の方が大きいことと対照的

である。特に南部においては 1.0 から 3.0 ヘクタールという階層が大きく減少

している。 

その一方で県全体の増加割合よりもＡ地域の方が 3.0 ヘクタール以上の層に

高い増加が見られる。とりわけ南部の10.0～30ヘクタール層及び30.0ヘクター

ル以上層に大きな増加が見られている。 

Ｂ地域はＡ地域と比べてそのような変化はあまり見られない。Ａ地域におい

ては規模拡大が大きく進んでいるように見られる 

 

３．２ 経営耕地面積 

 

経営耕地面積の変化を見てみよう。2020 年は経営耕地面積は、宮城県では

6.7％も減少している。田は７％の減少、畑は 3.6％の減少である。 

しかしながら平均経営耕地面積としては 2.8 ヘクタールから 3.5 ヘクタール

と 23.6％の増加を示しており、規模拡大の傾向が確認できる。Ｂ地域及びＣ地

域においても同様の増加率であり、特にＢ地域では畑の面積の減少が大きい。 

Ａ地域では経営耕地面積が約５割ほど増加しており、北部・南部とも同じ割

合であることから津波被災地共通の特徴と考えられる（表４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 経営耕地面積の変化 
単位：ha，％ 

注）Aは津波被災集落、Bは津波被災隣接集落、Cは内陸集落を示す。 

資料：農林業センサス（2020），農林業センサス（2015） 
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３．３ 借入耕地面積 

 

農地の一経営体当たりの借入面積の変化を見てみると、宮城県全体では田に

ついて 185.1ａ、39.9％の増加、畑については、120.3ａ、95.7％の増加となっ

ている。一方Ａ地域では、田について 329.8ａ、69.6％の増加、畑について 138.0

ａ、209.1％の増加になっており、とりわけ田の増加面積は県全体の２倍に近い。

これはＡ地域北部、南部ともに同じ傾向を示しており、津波被災地に特徴的傾

向と考えられる。畑についても、増加面積としては県と同じ水準での変化であ

るが、2015 年までの借入面積 66.0a からすれば大幅な増加をとなっている。一

方、Ｂ地域では、田についてはＡ地域と同じような傾向を示すものの、畑につ

いては県よりも変化は小さい。このように津波被災地域であるＡ地域では、こ

れまでにない農業経営の構造変化が起きていることを示唆している（表５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．４ 農産物販売金額一位作物 

 

一位作物を見ると 2020 年では稲作のシェアが宮城県全体としてはやや落ち

ているが、代わりに露地野菜、施設野菜や果樹類などが若干増えている。一方、

Ａ地域においては宮城県全体の傾向とは異なり 2015 年に比べて 2020 年は稲作

が増加している。代わりに露地野菜や施設野菜が減少している。これもまた津

波被災地域特有の特徴である（表６）。 

 

表５ 借入面積の変化 

注）Aは津波被災集落、Bは津波被災隣接集落、Cは内陸集落を示す。 

資料：農林業センサス（2020），農林業センサス（2015） 

単位：a，％ 
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３．５ 農地集積 

 

最後に経営耕地面積の規模別面積についてみてみよう。図２は、縦軸に農地

面積の累積割合、横軸には経営耕地面積をとっており、農地の集積状況を示し

たものである。グラフが下に歪めば歪むほど集積が進んでいる。図では津波被

害による３分類で示している。その集落数のシェアからすれば宮城県は内陸地

域であるＣ地域が７割を占めているので、Ｃ地域で県全体の動きが推察できる。

全体で見てみると、Ａ地域の集積が進んでいる様子がわかる。逆にＢ地域にお

いてはＣ地域、すなわち県全体と比べると集積が進んでいない。 

また、津波被害のある北部自治体地域に限定してみれば、ややＡ地域におい

て集積が進んでいるが、他の地域もほぼ同様に集積が進んでいる。一方津波被

害のある南部自治体地域において、Ａ地域で集積が進んでいるように見えるが、

それに比べるとＢとＣの地域は進んでいないことがわかる。 

 

 

 

表６ 農産物販売金額一位作物別構成比の変化 
単位：％ 

注 1）構成比の増減は、構成比（％）の差分をとってもとめた。 

注 2）Aは津波被災集落、Bは津波被災隣接集落、Cは内陸集落を示す。 

資料：農林業センサス（2020），農林業センサス（2015） 
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４．まとめ 

以上のことから、津波被災集落は、他の集落に比べて生産構造に大きな変化

をみせている。経営体数の減少や経営耕地面積の拡大が見られ、農地の集積も

他の地域よりも進んでいることがわかる。その一方で、2015 年センサスにおい

ては、一位作物が稲作である割合が減っていたが、2020 年センサスの津波被災

地集落では増えている。これは、農地の復興事業が一段落し、稲作生産が可能

になった田が増加したことが大きいと推察できる。これまで報告してきたよう

に、津波被災地域では、圃場整備も併せて行われており、効率的な経営が行い

うる環境が整えられてきている。今回センサスの分析で指摘したことを、今後

は実態調査によって、これらの具体的な変化を明確にしていきたい。 

引用文献 

森田明（20182018）「宮城県の動向」（農林水産省『2015 年農林業センサス総合分析報告書』

所収）農林統計協会、pp.360-375. 

図２ 宮城県及び津波被災地の農地 

注 1）Aは津波被災集落、Bは津波被災隣接集落、Cは内陸集落を示す。 

注 2）北部、南部の分類は、森田(2018)参照。ここでの北部または南部とは、津波被災集落

の存在する自治体を北部と南部に分類し、当該自治体の集落を、A、B、Cの分類により

集計した。 
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（１）経緯と検討手法 

（２）地域運営の現状 

（３）市役所の地域コミュニティ支援の課題 

（４）総合的なプラットフォーム形成 

８．まとめ－地域福祉型 RMO への支援のあり方－ 

 

１．課題の設定 

 （１）本稿の課題と背景 

中山間地域の農業・農村の将来を展望する上で、参考となる特徴的な事例の定

点観測を行うことが筆者に与えられた課題である。毎年ひとつのテーマに絞り、

大分県をフィールドに事例を分析する。概ね５年ごとに同じ事例を取り上げ、そ

の変遷を追う。なお問題意識や論点の整理は行うが、主眼はあくまで事例の定点

観測であり、現時点で何らかの結論を導き出すことには重きを置いていない点を

あらかじめ断っておきたい。 

今年度は、2017 年に取り上げた地域福祉型の地域運営組織（Region Management 

Organization、以下 RMO）の５年間の変化を紹介する1）。2000 年代後半以降、全

国的に RMO 設立の動きが広がっている。取り組む市区町村数、組織数が増加し、

防災や地域福祉、体験交流など活動の成果も大きい。前稿で整理したように、RMO

は自治会の連合体を母体としたものが一般的だが、それ以外にも公民館型、地域

福祉型がある（表１）。地域福祉型は地区社協やサロン、カフェ事業等、小地域

福祉活動の運営組織が発展し、RMO となるパターンである。RMO を巡っては自治

会型を中心に議論されているが、他の２類型についても、研究を深めていく必要

がある。 

特に地域福祉型をめぐっては、介護保険制度の改正に伴い、地域での生活支援、

介護予防が期待されており、その受け皿として RMO が注目されている。基本的に

は既存の RMO での地域福祉活動の強化に関心が集まっているが2）、他方で本稿が

取り上げる事例のように、地域福祉活動組織が総合的な RMO へ発展する可能性も

ある。RMO に取り組む市区町村数や組織数は、近年増加のテンポがやや落ちてい
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るのに対し、例えば大分県内では 2021 年の RMO 数 110、自治会数約 4,300 に対

して 2,000 を超えるサロンが運営されており（大分県地域福祉基本計画、2020

年３月、29 頁）、地域福祉型の RMO に今後さらに注目が集まると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事例の位置づけと分析のポイント 

本稿では、2017 年のレポートで取り上げた大分県国東市国見町の「竹田津く

らしのサポートセンターかもめ（以下では「かもめ」とする）」のその後を紹介

する。主なポイントは、かもめの活動と組織運営の５年間の変化、カフェスタッ

フのモチベーションとその変化、行政支援の課題と今後の方向性の３つである。 

まず１つ目の５年間の変化については、かもめは 2016 年に設立されて６年が

経過し、この間に様々な環境変化の中で、活動、運営も充実させてきた。前回の

レポート以降、特に大きいのは新型コロナウイルスへの対応と、市役所活力創生

課が所管する「誇りと活力ある地域おこし協議会活動交付金（以下では「誇りと

活力事業」とする）」に関連する取り組みの２つである。前者については、活動

が制限される中でも住民のニーズに積極的に応える姿、後者については、活動の

総合化や自主財源確保を期待する市役所サイドとの意識や実際の活動のズレが

ポイントである。 

２つ目について、コロナ前は公民館で週３回開催し、コロナ下でも行政区ごと

の開催に切り替えて継続しており、カフェはかもめの中心的な活動となっている。

前稿で見たように、そのカフェのスタッフは、かもめ設立時にセミナーや戸別訪

表１ RMO の３類型とその特徴 
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問でのヒアリング調査に参加し、意欲やスキルを高めてスタッフとなったメンバ

ーが多い。５年が経ち、そのカフェスタッフがどのような動機で活動に参加して

いるのか、開始当初からの変化はあるのか、あるとすればその要因は何なのかを

検討する。特に竹田津や行政区といった地域への貢献と、個人的な楽しみ、生き

がいとのバランスとその変化に注目して分析を行う。後述の様に、RMO が抱える

主な課題は、人材の確保や住民の当事者意識の向上である。かもめのカフェスタ

ッフがどのような動機で、なぜ高い意欲を保っているのかを見る事で、RMO の人

材確保の手がかりを得ることを意識している。 

３点目について、国東市ではもともと自治会や公民館の活動がベースにあり、

そこに市役所や市社協が地域福祉の取り組みを提案し、その後総合的な活動に展

開する、という順番、構図で取り組みが広がってきた。ただまだ本格的な地域福

祉の取り組みが始まっていない地区も残っており、また地域福祉から総合的な活

動に踏み出している地域も多くない。背景としては、自治会や公民館活動の停滞、

行政の縦割りの弊害、地域と市役所の間での RMO の役割やイメージのズレなどが

考えられる。市役所では、2021 年度から県の事業を活用し、筆者が所属する中

間支援組織と共に、RMO に対する支援のあり方の検討を進めている。本稿ではそ

の過程で取った区長、公民館長向けのアンケート結果の一部を紹介しながら、地

域運営の実態とあるべき行政支援の形について考える。 

 

（３）本稿の構成 

まず第２章では、この５年間の全国的な RMO の動向を、かもめの活動、組織運

営の特徴や変化を念頭に整理する。次に第３章では、５年前のかもめの活動や組

織運営の状況について振り返った上で、第４章で 2022 年時点での活動、組織運

営を検討する。第５章では、かもめのカフェスタッフの活動に対する意欲や動機

とその変化について検討し、第６章でかもめの５年間の成果と課題をまとめる。

第７章では市役所が 2021～2022 年度にかけて検討している RMO 支援の方向性と

その背景となる市内の自治会、公民館の現状を確認する。最後に第８章では、か

もめや市役所の現状を踏まえた地域福祉型 RMO の成果と課題、また必要な支援策

についてまとめる。 
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２．RMO の 5 年間の変化と背景 

（１）市区町村数と組織数の変化 

かもめの活動、組織運営の特徴を意識しつつ、全国的な RMO の概況とこの５年

間の変化について総務省のアンケート調査から確認する。まず５年間の RMO の組

織数、RMO のある市区町村数の変化をみる。５年前の 2016 年には、RMO は全国

609 市区町村（約 35％）に、3,071 組織が確認されていた。小学校区単位で組織

される RMO が多いので3）、参考として組織数と 2016 年度の小学校数 20,313を単

純に比べると、約 15％となる。 

５年後の 2021 年には、RMO は全国 814 市区町村に 6,064組織あるとされてい

る。５年間で組織数は約 97％増となっており、小学校数との比較では、約 31％

まで増加している。他方で RMO のある市区町村数は 34％増で、市区町村当たり

の RMO 数は 5.0 から 7.4に増えた。市区町村数の増加を組織数の増加が大きく上

回っているが、この間新規に取り組む市区町村での RMO設立よりも、既に RMO が

ある市区町村での新規設立が目立っているといえる。ちなみに RMO のある市区町

村のうち既に全域に設置している市区町村が 34％あるのに対し、２割未満もま

だ 33％あり、また別の設問では管内に１～５組織という市区町村が 62％となっ

ているなど、既に RMO のある市区町村でも組織設立の余地はまだ大きい。 

ただし市役所サイドでは「拡大意向はなく自主性に任せる」との回答が 52.7％

を占め、「全域に設置予定」の 15.0％を大きく上回っており、RMO の設立にそこ

まで積極的ではない市役所も少なくない。 

なお大分県は、2016 年には 18市町村中 11市町に 50 組織があったが、2021 年

には 18市町村すべてで 110 組織あるとされており4）、全国を上回るペースで組織

設立が進んでいる。 

 

（２）一般的な RMO の組織と運営 

先に触れたように、小学校区で設立される RMO が多いが、母体となった組織と

しては、「連合自治会」が 45.2％で最も多い。「単位自治会」が 23.5％で２位、

「公民館」が 17.2％で３位と続き、かもめのように地域福祉の活動から発展し
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たものを含む「その他」は 11.8％となっている。（旧）小学校区で組織された RMO

の場合、同じエリアで従来から存在する連合自治会や公民館の運営組織が母体と

なって設立される組織が一般的で、地域福祉から立ち上げるのはレアケースと言

える。 

次に組織運営について、常勤スタッフがいる組織は 36.5％で、そのうち有償

は 28.5％（全体の 10.5％）にとどまる。逆に常勤スタッフがいない組織は全体

の 63.5％を占める（無回答含む）。全国的に著名な優良事例では、有償の常勤ス

タッフがおり、中には複数人いる場合も少なくないが、全体としては常勤スタッ

フがいる方が少なく、さらに有償となると全体の１割に過ぎない。 

収入金額を見ると、50万円未満が 19.8％で最も多く、100～200万円 13.2％、

200～300万円 10.8％などと続き、300万円未満が 53.5％と過半を占める。後述

の様に大きな金銭取り引きを伴う活動に取り組む RMO は多くないが、この収入面

からもそれがうかがえる。 

関連して、最も大きい収入源が市区町村からの補助金である組織が 62.1％で

圧倒的な１位となっている。他方で自主財源確保に取り組む組織は 53.3％だっ

た。この数値はそれまでの５年間ほとんど横ばいだったが、前年から一気に 6.3

ポイント増えている。大きな金額でなくても、一定の収入を得る活動に挑戦する

組織が増えつつあるといえる。ちなみにこの自主財源には介護予防や生活支援、

指定管理や行政からの受託事業などが含まれる。国・都道府県等の補助金・制度

利用では、地域包括ケアが 20.7％で１位になるなど、後述のようにコロナ下で

も生活支援や高齢者交流に取り組む組織が増えているが、それがこの自主財源確

保の数値にも反映されているといえる5）。 

基本的に RMO は地域住民により運営されるが、市役所が各組織に担当職員を配

置したり、集落支援員制度を活用して事務局員を派遣したり、地域おこし協力隊

や地域包括ケアの第二層生活支援コーディネーター（以下では SC）が活動をサ

ポートするケースがある。これらの RMO と外部人材の関係を総務省データで見る

と、まず行政職員が構成員として参加する組織が 23.0％、オブザーバーとして

参加が 33.5％など、過半の組織で行政職員が何かしら運営に関わっている。 

協力隊は、構成員としての参加は 3.4％、オブザーバーは 2.9％、SCは構成員

5.9％、オブザーバー18.7％となっている。協力隊以上に SCの存在感が急速に高
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まっているが、RMO が「ともに活動する実行組織」でも、自治会・町内会 66.3％

に次いで、社会福祉協議会が 34.4％で２位（３位は小学校の 25.3％）になるな

ど、福祉分野の諸組織、制度と RMO の関係が強まっている。 

 

（３）活動分野の特徴とその変化 

RMOの活動分野を図１に示した。まず取り組んでいる割合の高い分野としては、

広報紙の発行、ホームページや SNS での情報発信、祭りやイベント、防災訓練な

ど、基本的な地域活動が上位となっている。次に高齢者交流や声かけ・見守りな

ど地域福祉に関する活動が目立つ。ただし、同じ地域福祉の中でも家事支援や弁

当配布、移動支援など、まとまった金銭を扱う活動や、怪我や事故のリスクを伴

う活動はまだ１割程度で、十分広がっているとはいえない。また図にはないが、

同じ地域福祉でも子ども食堂や保育・一時預かり、農福連携、ファミリーサポー

トなど、高齢者以外の福祉分野に取り組んでいる割合も低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 RMO の活動分野とコロナ前後の変化（全国、複数回答） 

資料：総務省地域力創造グループ地域振興室『令和 3 年度地域運営組織の形成及び 

   持続的な運営に関する調査研究事業報告書』より作成。 

注：グラフ上の数値は 2021 年の実施割合。 
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図では、新型コロナウイルスの影響を意識して、新型コロナが広がる以前の

2019 年のデータも表示している。まず 2019 年と 2021 年を比較すると、大きく

増減している分野は見当たらない。このデータを見る限り、コロナ禍は RMO の活

動に大きな影響を与えているとはいえない。コロナ下でも、各地域では様々な工

夫をしながら、活動を継続させていると推察できる。 

ただその中でも細かく見ると、祭り・イベントが 0.6 ポイント、表示していな

いが保育・一時預かりが 1.1 ポイント減少している。不特定多数が集まる行事や、

対策が難しい幼児向けの活動に取り組む割合が減少しており、それらにコロナ禍

の影響をみる事ができる。後述の様に、コロナ禍でかもめでは公民館単位でのカ

フェの休止に伴う行政区単位でのカフェ実施、大規模イベントの自粛などの変化

があったが、全国でも同様の傾向が確認できるといえる。 

他方、地域食堂や買い物支援、声かけ・見守りが難しくなる中で期待される「弁

当配達・給配食サービス」は 1.3 ポイント増の 9.2％にとどまっており、大きな

広がりとはなっていない。かもめでは食事会の代わりに弁当配達を始めたが、全

国的に見れば、積極的な取り組みといえる。 

 

（４）組織運営上の課題 

以上のようにコロナ下でも RMO は一定の活動を展開している一方で、運営上の

課題も少なくない。「継続的に活動していく上での課題」としては、活動の担い

手不足84.5％、次のリーダー人材不足59.3％、現在のリーダー人材不足56.2％、

事務局人材不足 52.6％、住民の当事者意識不足 48.3％が上位５つとなっている。

財源（43.2％、７位）、事務ノウハウ（24.2％、９位）、施設（15.3％、11 位）

などと比べても、引き続き人材や住民の意識が課題として認識されている。 

他方で、行政側が考える RMO の課題は、やや異なる。市区町村担当者が考える

課題としては、担い手確保が 72.4％で１位なのは住民側と同様だが、活動資金

確保が 52.6％で２位となっている。また行政担当者が考える行政として必要な

RMO への支援も、資金支援が１位（52.6％）で、中心となる人材の育成は２位

（39.5％）、行政職員全体の意識改革が３位（27.5％）である。さらに市区町村

担当者が国や県に期待する支援も、財政支援が 70.0％で１位となっている（２

位は専門人材派遣の 41.5％、３位は助言研修で 31.9％）。 
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地域では、圧倒的に人材や組織が課題となっているが、行政側はやや認識が薄

く、さらにその人材や組織の課題は、行政が支援すべきという認識も強くない。

地域と行政の間で、人材や組織についての課題の認識と行動にギャップがあると

いえる。 

３．５年前のかもめの活動と運営 

（１）国東市国見町竹田津の概況 

かもめが活動エリアとする竹田津地区は、大分県国東市国見町の旧小学校区で

ある。図２にあるように国東市は大分県北東部、国東半島の東部に位置し、西側

に豊後高田市、南は杵築市と接している。県庁所在地である大分市中心部から国

東市役所までは、高速道路を経由して１時間強の距離にある。国東市は、2006

年３月、国見、国東、武蔵、安岐の４町の新設合併で誕生した。2017 年３月末

現在人口は 2.9 万人だったが、５年経った 2022 年 3 月現在では 2.6 万人となっ

ている。市内には 130 の行政区があるが、そのうち５年前に高齢化率 50％以上

の行政区は 50、割合にすると 38.5％だった（県平均 27.7％、県小規模集落調査

資料より）。５年が経過した 2022 年には 72 地区、55.4％まで上昇している（県

平均は 40.6％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２ 国東市竹田津地区の位置 
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竹田津地区のある国見町は、国東市の北部、豊後高田市との境に位置する。1955

年に伊美町と熊毛村が合併して国見町が生まれ、その後 1960 年に竹田津町が国

見町と合併した。2017 年３月に 4,305 人だった人口は、2022 年３月には 3,685

人となった。竹田津地区は、国見町の西部、豊後高田市との境に位置する。2017

年３月末時点で人口はちょうど1,000人だったが、５年が経過し2022年には 900

人を切り、小学校も 2021 年度末で閉校となった。国見浦手、鬼籠（きこ）、岡、

西方寺、櫛海（くしのみ）の５つの行政区から構成されている。 

本稿が取り上げるかもめは竹田津地区公民館を拠点としている。公民館の運営

は非常勤の館長と主事の２人が主に担っている。公民館長、主事は教員、市役所

職員 OB が多く、任期は２年だが、２～３期務めるのが一般的である。なお 2021

年度からは、教員 OB であるかもめの会長が公民館長を兼任している。公民館の

運営組織として、総務部、体育部、文化部、健全育成部の４つの部会が置かれ、

５つの行政区の区長が各部会の部会長を務める。部会員は８人前後で各種団体の

代表者が中心である。 

 

（２）５年前のかもめの組織・活動の概要 

５年前の 2017 年時点でのかもめの組織と活動について振り返る。かもめは、

2016年 12月設立された、地域福祉をメインに地域づくりを行う任意組織である。

会員は 2017 年９月現在 42 人で、うち男性は 15人だった。 

当時のかもめの活動の中心は、週３回開催されるかもめカフェだった。毎月第

１-４週の火水木の週３日、13-15 時に、竹田津地区公民館のロビーで開催され、

ヨガや折り紙などの各種教室や講座の同時開催、パンや雑貨の出張販売の誘致な

ど、活動を充実させていた。カフェのスタッフは 29 人で、行政区ごとに３人ず

つの班を作り日替わりで担当する。来客数は日に 20～30 人程度だった。それ以

外には月２回の食事会が軌道に乗り始めていた。利用者は 30 人限定で、希望者

は車での送迎も利用できる。将来については、生活支援の有償ボランティア事業、

カフェ利用者向けの共同作業受託、後述の市の「誇りと活力事業」を活用した自

主財源確保のための特産品開発や体験イベントの実施など、総合的な地域づくり

への展開を計画していた。 

役員は５人で、これに役員のいない行政区の代表者２人、かもめ担当の社協
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SC１人が加わり理事会を構成していた。さらに各行政区の区長が相談役、地区選

出の市議会議員が顧問を務めることで、地域代表性、正当性を担保していた。な

お 2017 年度は役員５人のうち区長が１人、副区長が１人兼任しており、役員で

はない理事２人は、元民生委員だった。 

収支については、年間の予算は 150万円程度だった。収入はカフェ・食事会の

収入と、市役所からの補助がそれぞれ半分弱で、それに１人１千円の年会費等が

加わる。カフェの収入は１回３千円前後、食事会は 1.6万円だった。支出につい

てはカフェ、食事会の材料費、人件費、光熱費が中心で、会場となる公民館の施

設使用料は無料となっている。 

かもめはカフェ等の運営スタッフの会員組織としての性格が強いが、上で見た

ように行政区との一体性も重視しており、利用者は会員に限定せず広く地域に門

戸を開いている。また広報紙の発行や各種イベントでの出張カフェも積極的に行

っていた。 

設立までのプロセスについては、かもめは、７回 15 時間に及ぶ勉強会や講演

会、全戸訪問調査、先進地視察、プログラム試行を経て設立された。またかもめ

の設立には、地域住民だけでなく、関係機関、特に国東市社会福祉協議会（以下

では市社協とする）が大きくかかわっていた。また市役所も市社協のバックアッ

プ、各種補助金、施設貸与などの支援を行っていた6）。それらのサポートを受け

つつ、丁寧な設立のプロセスを経たことが、かもめの活発な活動の要因となった。 

市役所や市社協は、従来から高齢者向けにサロンや体操、地域課題把握のため

の会議の設定などを行い、一定の成果を上げていたが、行政区単位で濃淡もあり、

また数が多くきめ細かい支援が難しかった。そこに介護保険制度の改正や、市社

協の新たな事業の取り組み等もあり、小学校区単位での地域福祉活動の支援に本

格的に乗り出すこととなった。 

４．2022 年のかもめの活動と運営 

（１）組織運営とその変化 

まずかもめの会員の変化を確認する。2022 年 11 月現在、かもめの会員は 62

人で、うち男性は 23人、地区外から２人となっている。５年前から人数は 20人
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増加したが、男女比はほぼ変わっていない。行政区別にみると竹田津の中心部で

ある浦手が15人と最も多く、鬼籠が８人と最少である。年齢構成は60～80代で、

５年前からのメンバーの離脱はほとんどなく、５年間で新規に加入した会員は相

対的に若い。 

多くの会員はかもめの何らかの活動に関わっているが、当て職で会員となる区

長は会議のみの参加が一般的である。ただ当て職で会員になっても積極的に活動

に参加し、任期後も会員として残るケースもある。 

カフェ、レク、食事、ちょい加勢、送迎、活力など、主な活動の責任者は決め

ているが、明確な部会制は敷いていない。各事業とも理事を中心に行政区ごとに

参加者を集め実施している。組織としては、総会、理事会、スタッフ会議が主な

もので、理事会とスタッフ会議は毎月開催されている。５年前は各行政区から理

事を選出してもらっていたが、主体的に参加する理事が各行政区に確保できたこ

とから廃止されている。なお 2022 年の理事は全体で８人、行政区ごとに１～２

人ずつとなっている。 

収支については、５年前は年間約 150 万円だったが、2021 年度はコロナ禍に

よる活動縮小で、特に食事会の収入が減り、全体では約 100 万円となっている。

カフェや弁当配達の利用料と、各種運営補助がそれぞれ４割程度、残りは後述の

観光用公衆トイレ清掃の一部、年会費（１千円/人、金額変化なし）、視察料とな

っている。 

 現在かもめを担当している市社協の第二層 SCは３代目で、2022 年４月から担

当となった。同じ国見町内の別の地区に住んでおり、かもめだけでなく国見町内

のもう一つの支え合い組織である熊毛地区の「大輪」の支援、およびまだ支え合

い組織が立ち上がっていない伊美地区での立ち上げ準備が主な業務である。５年

前、かもめでは SC が事務作業を全面的にサポートしていたが、５年が経過し、

会議の次第や議事録の作成などはかもめの会長が担うようになった。SC は会議

や活動、イベント参加と、次第以外の会議資料や広報紙、市役所に提出する支え

合い事業関係の申請書、報告書等の作成などを担当している。 

 国東市では 2020 年９月から、市社協の SCと別に「地域支援サポーター（以下

サポーター）」配置事業を開始した。SCは介護保険制度に基づき配置されるため、

高齢者福祉以外の活動を業務として行うことは難しい。他方支え合い組織は、誇
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りと活力事業もあり、狭義の高齢者福祉以外の活動も行うようになる。市役所と

してもより総合的な活動を促進するために始めたのが、このサポーター制度であ

る。所管しているのは高齢者支援課で、そこに地域福祉主導の地域づくりを進め

てきた国東市役所の姿勢の特徴が表れている。市社協の第二層 SC と同様、基本

的に旧町単位に１人ずつ配置されている。他方で SCと違いフルタイムではなく、

他に本業を持っているサポーターが多い。 

 2021 年度までの国見町のサポーターは、同町の熊毛地区在住で、2016 年に東

京から移住した 50 代女性が務めていた。服の型紙販売に加え、古民家を DIYで

リノベーションし、ゲストハウスを営んでいる。移住後３年目に住んでいる行政

区の班長となったが、その任期中に、当該行政区を含む熊毛地区の支え合い組織

の立ち上げ（全戸訪問調査）に参加し、設立後はカフェスタッフとなった。活動

の中で、高齢者だけでなく子どもや友人、協力隊を巻き込んで、空き家調査や古

代米栽培を行うなど精力的に活動しており、サポーターとして白羽の矢が立った。

サポーターとしては、地元の大輪で若者向けカフェの開催、かもめでは紙漉きイ

ベントの支援などを行った。またコロナ下での情報発信、交流のため、市の支え

合い組織及び関係機関の協議会である「くにさき地域応援協議会（寄ろう会）」

でのホームページ作成や記事の投稿などにも手腕を発揮した7）。地元の観光施設

を活用した常設の集いの場の運営に挑戦するため、2021 年度末でサポーターを

退任し、2022 年４月からは国見町出身の写真家の男性が任についている。 

 

（２）活動内容とその変化 

①行政区カフェ 

2022 年度のかもめの主な活動は、行政区カフェ、かもめカフェ、弁当配達、

ちょい加勢、トイレ清掃、スマホ教室、その他イベント参加である。以下、ひと

つずつ紹介する。  

行政区カフェは、公民館で週３回実施していた「かもめカフェ」がコロナ禍で

開催できなくなり、代替策として始まった。行政区は５つあるが、そのうち３行

政区で実施されている。開催の頻度は鬼籠が月に２回、西方寺と浦手が１回ずつ

である。 

仕組みや料金はかもめカフェと変わらない。13～15 時に開催され、前後 30分
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で準備と片付けがあり、スタッフには 300 円/h の手当が支払われる。ホットコ

ーヒーは 100円、アイスコーヒー200円でおかわり自由、紅茶も準備し、それ以

外にスタッフが任意でお菓子、お花や季節の飾り等も準備する。 

2021 年度は合計で 30 回開催され、延べ 447 人が利用した。１回当たりの人数

はコロナ前と遜色ない。コロナ前、カフェスタッフは行政区ごとの班で活動して

おり、利用者もその日の担当スタッフの行政区の住民が多かった。行政区カフェ

になると他の行政区や竹田津地区外からの利用者はさらに減ってしまう。他方で

行政区カフェの場合、会場は各行政区の集会所で、浦手にある公民館よりも徒歩

で行ける住民が増えたことで、より年齢の高い利用者が増加した。 

なおカフェを行っていない２行政区も含め、竹田津地区の全行政区で、カフェ

と別にサロン活動が行われている。サロンは行政区ごとに月１回以上、５人以上

の集いの場で、市役所が２千円/回の補助を行っている。内容に特に制限はなく、

また同じ行政区内で複数の活動も認められている。例えば行政区カフェを実施し

ていない岡地区では、生け花、グラウンドゴルフ、カラオケ、茶話会の４つのサ

ロンがある（生け花はコロナ下で休止）。なお参加できるのは、当該行政区の住

民に限られる。 

カフェとサロンのすみ分けについては、サロンは体操やカラオケといった明確

なプログラムがあり、それへの参加希望者が集まる。それに対しカフェはコーヒ

ーを飲みおしゃべりをするだけなので、決まった活動はなく、時間にも縛られず

より気軽に利用できる。サロンに比べカフェの方が男性利用者が多いが、それが

大きな理由となっている。 

②「かもめカフェ」 

コロナ禍で休止していた公民館でのかもめカフェも、2022 年 10 月から復活し

た。10 月は１回のみだったが、11 月からは週１回開催予定となっている。スタ

ッフは従来通り各行政区が順番に担当する。かもめカフェは復活するが、当面行

政区カフェと並行して実施する。上で見たように行政区カフェは住民により身近

な活動となりメリットは大きいが、他方でコロナ前のかもめカフェのように買い

物や健康相談、各種教室など、カフェと組み合わせた各種事業を実施することは

難しい。またカフェを実施していない行政区のフォローや、行政区を超えた交流

の促進、視察の受け入れのためにもかもめカフェの再開が必要だった。なお現時
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点では行政区カフェとかもめカフェ合わせても月８回であり、コロナ前の回数で

ある 12 回は超えないため、両方とも市からの補助が受けられる。 

③「見守りお弁当配達事業」 

コロナ前は、送迎付きの食事会を月に２回行っていたが、コロナ禍で休止とな

り、それに代わる活動として、2020 年５月から弁当配布を開始した。きっかけ

は食事会利用者からスタッフへの弁当のテイクアウトの注文方法の相談だった。

コロナ禍で、各飲食店や商工会などがテイクアウト事業を展開していたが、利用

方法が高齢者には分かりにくく、また小規模な飲食店では配達まで手が回らなか

った。他方でかもめとしてもカフェや食事会がなくなり、参加者の健康状態の把

握が難しくなったことが課題となっていた。そこでかもめが地区内の飲食店に声

をかけ、弁当を作ってもらい、注文のとりまとめと配達をかもめが担うこととし

た。 

回数は食事会同様月２回で、利用者は従来の食事会と同じ 400円を支払い、か

もめがそれに県からの補助金 140円を上乗せして飲食店に支払う。利用できるの

は地区在住の 65 歳以上の高齢者である。スタッフが個別に訪問して、弁当を渡

しつつ健康状態などの把握を行う。2021 年度は 22 回実施し、延べ 1,517 人が利

用したが、平均すると 70人弱となる。コロナ前の食事会は毎回 30人が定員だっ

たため、単純に比べれば利用人数は２倍以上になっている。また単に弁当を渡す

だけでなく、健康や生活の困りごともヒアリングするため、そこから後述のちょ

い加勢の利用や、包括支援センター担当者に状況を伝え他の福祉サービスの利用

に繋がるなどの波及効果も生まれている。 

 なお弁当代の補助や配布するスタッフの手当は、2021 年度まで県の事業を活

用していたが、2022 年度はスタッフの手当てはコロナ前の市からの食事会向け

の補助を活用している（弁当代の補助はかもめの自主財源から）。ただしこれも

食事会を復活させると利用できなくなる。食事会再開に合わせ、弁当配達を辞め

る地区もあるが、かもめでは上で見たように食事会にはない弁当配達の役割を重

視し継続を模索している。 

④「ちょい加勢（かせ）」 

ちょい加勢は、高齢者向けの生活支援事業で、2018 年１月から実施されてい

る。開始直後の 2018 年度は 24件、2021 年度は 45件だったが、2022 年度は先に
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見た弁当配達時の紹介などでニーズが増え、15件を超える依頼がある月もあり、

年度では 130件近いペースとなっている。作業内容は庭の草取りや草刈り、庭木

の剪定、ゴミ出し、買い物や通院の送迎、付き添いが主なものである。料金はス

タッフ１人当たり 30分 300円で、スタッフに対しては、利用料 300円に加え、

市からの活動調整に対する支援分の 30分 200円も合わせて支払われる。活動は

最長２時間で、事故やトラブル防止のため複数人で作業する。 

2022 年のスタッフは 18 人でうち男性が 8人となっている。男性は主に草刈り

や木の剪定を担当し、買い物や通院の付き添いは女性も担う。利用する側はかも

めの会員である必要はないが、利用は市の支援制度を活用する関係で、健康状態

や家族構成などをチェックリストで把握している。作業の受け付けは、会長の携

帯電話が窓口になっている。依頼があると会長が利用者が住む行政区の理事と調

整するが、草刈りなど人数が確保できなければ他の行政区に支援を要請する。 

⑤「誇りと活力事業」 

 かもめでは設立直後の 2017 年度に「竹田津誇りと活力ある地域おこしビジョ

ン」を策定し、その後 2018～2020 年度の３年間で計画を実践する予定だった。

ただ最終年度はコロナ禍で活動が制限され予算が余ったため 2021 年度まで１年

延長された。 

 この事業は市役所の活力創生課が所管しているが、地域福祉を中心に活動して

いる支え合い組織に、より総合的な地域づくりを促すきっかけとしてこの事業を

位置づけている。そのため福祉分野以外の活動の強化や、自主財源確保への挑戦

が求められる。 

 かもめのビジョンではⅰかもめカフェの多機能化、ⅱ生活支援、ⅲ健康寿命延

伸、ⅳ伝統文化継承と観光振興、ⅴ地域産業との連携の５つの目標を掲げていた。

かもめにとってⅳⅴが新しい分野で、特にⅴは自主財源の確保が意識されている。

ⅰ～ⅲはすでに見たカフェや弁当配達、ちょい加勢として取り組まれている。ⅴ

についてはかもめでのにんにくの調整作業の受託などのアイデアがあったが、実

現していない。 

 残るⅳは、地区内の西方寺地区のミツマタ群生地を活かした観光振興に取り組

んでいる。西方寺には従来から保存会があり、群生地の整備やウォーキングイベ

ントを続けてきたが、かもめとしても観光地としてのさらなる活性化に取り組ん
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でいる。補助金は主に先進地での視察研修、幟旗や、マップの作成、イベント用

紙漉きの道具購入などに充てられた。イベントの活性化や紙漉き体験、ポストカ

ードやカレンダーなどのミツマタグッズ作成などの活動をしていた。コロナ禍で

多くが中断したが、2021 年 12 月には紙漉き体験を行った。 

 なおかもめの場合、自主財源は後述のトイレ清掃やふるさと便による賛助会員

の会費、視察受け入れ料などで一定の収入があるため、さらに積極的に取り組む

必要性は高くない。 

⑥地区内観光用公衆トイレ清掃 

2019 年４月から、竹田津地区内の観光用公衆トイレの清掃業務をかもめで受

けている。週２回の作業を、５つの行政区で順番に担当している。年間約 26 万

円で市と契約しており、作業参加者に手当を払った残りがかもめの自主財源にな

る。作業参加者はカフェスタッフが中心である。この活動は、自主財源確保など

でかもめ側から所管する市役所に主体的に持ちかけたものではない。かもめが受

託する以前は障がい者施設が受託していたが、作業が難しくなり市役所観光課か

らかもめに依頼があった。 

⑦スマホ教室 

毎月１回、公民館でスマホ教室が開催されている。各自のスマートフォンを使

っての検索や写真撮影、LINE、instagramなどの SNSの利用方法をレクチャーす

る。参加者は毎回 10～15 人で、地区外からも参加可能となっている。県と市か

ら講師２人分の手当が出るが、かもめでは担当のサポーターと地元住民１人が講

師を担当している。加えて市社協 SC やかもめ役員も毎回参加し、指導の補佐を

している。かもめでは地元の高校のパソコン部と連携して教室を行っていたが、

コロナ禍、そして高校の閉校により中止となっていた。パソコン教室はかもめと

して資料作成や会計処理、広報紙発行の人材育成、スキルアップを意識していた

が、スマホ教室では、instagramによる行政区カフェなどの情報発信、LINEでの

安否確認などが意識されている。参加者もパソコン教室に比べ大きく増えている。 

⑧その他活動 

 その他の活動としては、まず「ふるさと便」の発行がある。主に竹田津地区の

出身者や親族へ、かもめの活動紹介と賛助会員の勧誘を行う。賛助会員には１口

１千円で会費を募り活動費に充てる。１年目は約 10 万円、その後も数万円の会
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費が集まる。会員には、ミツマタで漉いた和紙を使ったポストカードやカレンダ

ー、ミツマタの枝を加工したキーホルダーなどをお礼として送付している。 

 もうひとつは各種イベントの参加、開催である。コロナ禍で数は多くないが、

上で見た紙漉き体験や前任のサポーターが春から始めた交流施設のオープニン

グイベントでカフェを行った。また秋には、商工会青年部有志と連携した、「竹

田津地域多世代交流会餅つき大会」でもカフェを出店している。小学校閉校後の

地区内の交流促進を目的として青年部有志から提案があったもので、かもめ、公

民館が共催となっている。 

５．カフェスタッフの動機の変化と要因 

（１）カフェスタッフの属性 

 ２章で見たように、RMO が抱える主な課題は、活動や運営の人材の確保や住民

の当事者意識の向上である。そこでかもめの中心的な事業であるカフェのスタッ

フがどのような動機で、なぜ高い意欲を保っているのかを検討することとした。

特に竹田津や行政区といった地域への貢献と、個人的な楽しみ、生きがいの部分

とのバランスとその変化に注目して分析を行う。 

 調査は、2022 年８月 29 日と 11 月７日に、カフェスタッフ合計 18 人に公民館

に集まっていただき、その場でアンケートに答えて頂いた。18 人の内訳は、男

性２人女性 16 人、年齢は 60 代５人、70 代 12 人、不明１人で、行政区別では、

西方寺６人、浦手４人、鬼籠４人、岡２人、櫛海１人、不明１人、18 人中７人

はかもめの理事も兼ねている。コロナ下でも月１～２回、行政区単位のカフェス

タッフを担当しており、またカフェのみ参加は４人で、それ以外の方は弁当配布、

ちょい加勢、トイレ清掃などかもめの複数の活動に参加している。かもめ設立前

のセミナーへの参加者は 12 人で、残りのメンバーはセミナー参加者から誘われ

てかもめに参加したケースが多い。またサロンや体操、老人クラブ、民生委員、

婦人会、郷土芸能など、ほぼすべてのスタッフがかもめ以外の地域の活動に参加

している。 
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（２）参加の動機とその変化 

 カフェスタッフとして従事している動機について、自分のため、利用者のため、

他のスタッフのため、行政区のため、かもめのための５つから、現在と発足当時、

それぞれ１～３位を選んでもらった。現在の動機の１位は、利用者のためが８人、

自分のためが６人、地区のためが３人、かもめのためが１人となった。それに対

し、発足当初の参加動機を見ると、自分のためが 10 人、行政区とかもめが３人

ずつ、利用者のためが１人、不明１人となっている。発足当初は自分のためが多

いが、６年が経過して自分のためという答えは 10 人から６人に減少し、利用者

のためが１人から８人と大幅に増えている。 

 設立前のセミナー参加者に限定してみると、設立当初自分のためが７人で最多

なのは全体と変わらないが、現在は自分のためが５人、利用者のためが４人と、

引き続き自分のためという回答が多くなっている。全体では利用者のためが多く

なるが、セミナー参加者は誰かのためではなく、「カフェに来る地域の方から元

気を貰っている」、「喜んでもらえることが励みになっている」、という主体的な

回答が多くなっている。 

次に不明の１人を除き、現在と発足当初の１位を比べると、変わっていないの

は３人のみで、残り 14 人は別の動機を挙げている点も注目される。変化は自分

のためから利用者や地区のために変化したスタッフと、その逆のスタッフの両方

が混在している。 

 11 月７日のヒアリングに参加したスタッフには、動機全体を 10として、１位

から３位の動機が何割ずつを占めるのかを聞いた。すると開始直後は平均で１位

が 5.4、２位が 2.9、３位が 1.6 だったのに対し、現在は１位が 4.8、２位が 3.3、

３位が 1.9 だった。わずかではあるが６年の間に１位の割合が小さくなり、２位、

３位が大きくなっている。動機同士の差が小さくなり、特定の動機ではなく、よ

り複合的な動機で活動に参加している傾向が強くなっている。 

 以上の結果を整理すると、まず開始当初は利用者の存在があまり重視されてお

らず、自身の居場所づくりやセミナーでの勉強を踏まえた地域貢献意欲が主な動

機となっていた。その後活動を続ける中で、カフェの客との交流から利用者のた

めに、という意識が強くなるスタッフがいる一方で、逆に地域のため、誰かのた

めでなく自分自身の喜びややりがいが大きくなるスタッフもいて、最大の動機は
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変化していく。また複数の動機が組み合わさる割合も増えるなど、複雑で多様な

動機をそれぞれが持つようになっていた。 

 属性別にみても、セミナー参加者が現在は自分のために活動している、という

割合が若干高いが、それ以外に目立った差はみられず、参加の経緯や属性による

違いはハッキリとは確認できなかった。 

 かもめでは、様々な動機を持ったスタッフが、その動機を変化させながら活動

に従事している。組織として特定の目的を強調しすぎず、それぞれの動機で参加

できる雰囲気や仕組みを整えていることがかもめの強みであり、各スタッフが意

欲的に活動に取り組む背景と言える。 

６．５年間の成果と課題 

（１）かもめの５年間の成果 

かもめではコロナ下で活動が制限される中でも、活動を継続させてきた。行政

区カフェや弁当配達、ちょい加勢では、新しいニーズをつかみコロナ前よりも活

動を拡大させていた。特に弁当配達やちょい加勢での生活支援は、図１にあった

ように全国でも取り組んでいる RMO はまだ１割以下であり、かもめは難易度の高

い活動に積極的に取り組んでいるといえる。 

その成果は、やや古いデータだが市役所が 2019 年に行った第８期の「介護予

防・日常生活圏域ニーズ調査」にも表れている。ボランティア参加高齢者割合（月

に１回以上（以下同様）、市平均 8.4％、竹田津 12.1％）、スポーツ団体参加高齢

者割合（市平均 15.1％、竹田津21.7％）、趣味団体参加高齢者割合（市平均 17.3％、

竹田津 22.9％）の竹田津の数値は市平均を上回っている。そして、運動器機能

リスクのある高齢者割合は、竹田津が 18.8％と市平均の 23.1％を下回っている。

ちなみに 2016 年の調査では竹田津 23.3％、市平均 24.3％でほとんど差はなかっ

た。市平均、また近隣の地区と比べても竹田津はどれもポジティブな数値となっ

ており、かもめの存在が住民の様々な活動や、健康の増進にプラスに作用してい

ると推測される。 

また５年前に比べ会員も着実に増加し、当時市社協 SC に頼っていた資料作成

も徐々に地域側に移管されているなど、組織運営上も前向きな変化が確認できた。 
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（２）現在のかもめの課題 

大きな成果があった一方で、課題も少なくない。かもめではこの５年間で会員

は増えているが、属性としては 70 代女性が中心で、役員も５年前とほぼ変わっ

ていない。会員の構成では、若者や男性の参加が課題となっている。コロナ前は

小学校や子育て支援センター、高校との連携を進め、カフェと連動した囲碁将棋

教室の構想もあったが、コロナ禍や小学校、高校の閉校で上手く進んでいない。

先に見た 2022 年 11 月の餅つきイベントをきっかけに、若者、PTA世代とのコミ

ュニケーションが広がることが期待される。 

次に事務作業については、設立時は市社協の SCが全面的にサポートしていた。

その後会議運営や資料作成の一部、ちょい加勢の受付、マッチングは地域側が担

当するようになった。それでも特に補助金申請など市役所に提出する書類の作成

などの一定の事務作業は引き続き SCが担当している。それにより SCは新規地区

支援に十分な時間が確保できていないという。 

他方かもめ側でも、会長はじめ一部の役員に負担が集中している。特に会長は

公民館長を兼ねており、そのことは円滑な施設利用や連携したイベント運営など

にメリットがあるものの、会長自身はほぼすべての会議やイベントに参加するな

ど多忙を極めている。まずは役員間で負担を分散しつつ、かもめ、公民館を合わ

せた事務を担う専任、有償スタッフの配置が期待される。 

７．国東市の地域運営の現状と方向性 

（１）経緯と検討手法 

国東市では、従来から地域運営を担ってきた行政区、公民館に加え、かもめの

ように地域支え合い活動や誇りと活力事業を活用した地域づくりが広がり、各分

野で成果を上げているが、課題も少なくない。国東市では 2021 年度から大分県

のネットワークコミュニティ体制整備事業8）を活用し、筆者が所属する中間支援

組織と共に、それらの課題を整理し対応策を検討している。 

2022 年 11 月現在、まだ最終的な結論が出ているわけではないが、本章では市

役所の了解のもと、検討作業の一環として行った行政区長、公民館長へのアンケ
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ート調査、市役所関係課や市社協、および支え合い組織や誇りと活力事業を実施

している地区へのヒアリング結果に基づき、対応の方向性についての筆者の考え

をまとめる。 

 

（２）地域運営の現状 

国東市では、行政区、公民館が地域コミュニティの中心として様々な機能を担

ってきた。そこに 2016 年からはかもめの様に生活支援や介護予防を担う地域支

え合い組織が公民館単位で設立されるようになった。16 ある公民館区のうち、

2022 年現在で９つの地区で支え合い組織が活動している。福祉分野以外でも、

同じく公民館単位で、誇りと活力事業を活用した地域協議会の設立が進みつつあ

る。取り組みが進んでいる地区では、行政区、公民館、支え合い活動、地域協議

会が揃い、相互に連携しながら、総合的な地域づくりを進めることが期待されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 行政区長の業務の課題（上位 3つまで選択、n=21） 

資料：2022 年国東市活力創生課資料より作成。 

注：調査の対象は国東市の区長会代表理事（21 人）。 
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図４ 公民館長・主事の業務の課題（上位 3つまで選択、n=14） 

資料：図 3に同じ。 

注：調査の対象は国東市の公民館長・主事（14 人）。 

図５ 行政区の活動の継続性（n=21） 

資料・注：図 3に同じ。 
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各分野で様々な活動が展開し、大きな役割を果たしている一方で、課題も少な

くない。行政区では、区長の後任確保の困難化や、業務負担が問題として認識さ

れている（図３）。公民館では館長、主事の後任確保に加え、活動の参加者確保

や館長、主事のスキルアップなどが課題として認識されている（図４）。今後５

年程度で運営が困難になる、と考えている区長が過半を超えるなど、自治会や公

民館の活動の継続性に不安を持っている区長、公民館長も少なくない（図５、図

６）。 

市社協に対するヒアリング調査によると、支え合い活動も、新規設立が難しく、

既存の組織もまだ市社協の SC に依存した運営になっていたり、行政区、公民館

との連携が十分できていない地区もあるなどの課題がある。誇りと活力事業につ

いても、地域福祉以外の分野への広がりがまだ弱いこと、自主財源確保を求めら

れることによる地域リーダーの負担と、地域課題の対応の困難化などが問題とな

っている。 

 

（３）市役所の地域コミュニティ支援の課題 

各地域コミュニティに対して市役所は様々な支援を行っており、それぞれの運

営、活動の助けとなっている。主に施設（公民館）は社会教育課、組織・人材（社

協 SC、サポーター）や福祉分野の活動費については高齢者支援課、福祉以外の

図６ 公民館の運営・活動の持続性 

資料・注：図 4に同じ。 
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活動費（誇りと活力事業）は活力創生課が主に担当している。 

この地域コミュニティに対する市役所からの支援にも、いくつかの課題がある。

まずは、分野ごとの縦割りの支援となっており、地域はそれらの支援を一体的、

総合的に十分活用できていない場合がある。また公民館の高齢者学級と支え合い

活動の介護予防など、似た事業が併存しており、連携、整理が必要な分野もある。 

関連して、分野横断的、統一的な地域コミュニティのビジョンが整備されてい

ない点も指摘できる。そのため地域でも、各分野の組織がそれぞれ活動し、他分

野の組織、活動の正当性についての認識が弱く、地域内での連携が十分でないケ

ースがみられる。 

二点目は、地域ごとの事業の組み合わせのばらつき、ムラの常態化である。自

治会や公民館はどの地区にもあるが、支え合い活動と地域協議会については、両

方揃う地区もあれば、どちらか一方のみの地区、どちらもない地区が市内に併存

している。これにより、市役所による各種の政策の立案、実施が複雑化せざるを

得なくなる。 

三点目は、活動費に偏った財政支援である。支え合い活動や地域協議会につい

ては活動費の支援が中心で、組織運営、特に事務局の人件費は僅かな金額である。

地域の自主的、主体的な活動とされ、役員や事務局は無償で活動することが前提

とされている。しかし、現場では人口減少や高齢化が進むなかで、地域内の人材

確保が困難化している。報酬がないことや、事務作業が高齢者には難しいことも

相まって、結果として支え合い組織や地域協議会の事務局業務は、社協 SC への

依存が常態化している。それにより、社協 SC がプログラム開発などの本来業務

に集中できなかったり、地域の実情に応じたきめ細かい事業の企画・実施が十分

できないなどのムリが生じてしまう。 

四点目は、時限的な財政支援と過度な自立奨励のムリである。誇りと活力事業

は当初は５年間、現在では３年間の事業で、事業終了後の自立運営のために、市

は事業期間内での自主財源の確保を求めてきた。市の財政状況がひっ迫する中で、

地域に自主財源の確保を期待することは理解できるが、その実現のためのスキル

やノウハウの習得、必要な資源の提供などの支援が十分伴っているのか、自主財

源確保が重視され、本来期待される地域課題の解決が後回しにならないか、など

の懸念がある。 
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最後に、地域づくりの総合的なプラットフォームが整わない中で、新しい活動

が求められる、というムリが指摘できる。今後、小さな拠点や重層的支援、農村

RMO、地域学校協働活動など、各省庁から RMO に対する新たなアプローチが想定

される。市役所は、それらを各地区に合った形に調整し、立ち上げや持続のため

に支援する必要がある。 

 

（４）総合的なプラットフォーム形成 

 以上の課題を解決し、持続的な地域づくりを進めるため、プラットフォームと

なる地域コミュニティ組織の形成を目指す必要がある。個別の活動の支援だけで

なく、まずは各種の活動が生まれるような地域の土台、土壌づくりを継続的に行

うことが求められる。 

組織の活動エリアは、公民館、支え合い活動、地域協議会など、既存の地域活

動が集積する（旧）小学校区を基本とする。新しい組織には、行政区、公民館、

支え合い活動、地域協議会など、地区内で地域づくりに関わる組織、団体が参加

し、地域を代表する組織として位置づける。なお新しい組織をベースとして、ど

の分野の事業にどれくらい力を入れるかは、各地域の状況に合わせ、各地域で主

体的に判断する。 

具体的な市役所からの支援としては、まず社会教育や地域福祉、防災といった

各分野の活動費と別に、国や県の事業を活用しながら新組織の運営費（事務局の

人件費、拠点施設の維持費、事務通信費など）を支援する。次に、地区公民館を

コミュニティセンター化し、多様な活用を可能にする。さらに、各地区の組織と

関係課、関係機関の情報共有、協働推進のための会議を設置し、それと別に中心

となって所管する課の明確化と関係課、関係機関の情報共有、協働推進のための

定期的な会議を設置する。この新組織整備の基本的な考え方や、市役所からの支

援のあり方、そして設立、発展のプロセスについては、新たな市総合計画に明確

に位置づけ、着実に実行する。 

 このような方向性に対する賛否について、アンケートで区長、公民館長・主事

に以下のように聞いた。「市役所では、住民の皆さんの困りごとの解決や各種組

織の役員の負担軽減のため、市役所の支援のもと、公民館単位で組織・団体が集

まり、地域内の課題を総合的に相談、協力するための新しい仕組み、組織をつく
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る必要があると考えています。このアイデアの方向性についてどう思います

か？」。これに対し回答した区長の 62％、館長・主事の 79％が「その方向で進め

てもらいたい」と回答しており、新組織設立に概ね賛同を得られている（図７、

図８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 仕組みづくりの方向性（区長、n=21） 

資料・注：図 3に同じ。 

図８ 仕組みづくりの方向性（館長・主事、n=14） 

資料・注：図 4に同じ。 
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７．まとめ－地域福祉型 RMO への支援のあり方－ 

かもめ、国東市、そして全国の RMO の動向を踏まえ、最後に地域福祉型の RMO

の成果と課題、特に行政側に期待されることをまとめてみたい。 

前稿からの５年間の半分はコロナ下にあった。RMO の活動にも様々な制限がか

かっているが、２章で見たように、各組織はその中でも工夫しながら地域のニー

ズに対応してきた。困難な中でも地域での RMO の存在感は増していると言える。

他方で、多くの RMO では、引き続き人や組織に関する課題を抱えているが、行政

サイドはその課題を十分共有できておらず、支援策も十分とは言えない。 

他方かもめでは会員数の増加、スタッフの意欲の高さなど、５年が経っても、

さらにコロナ下でも運営は順調だった。改めて前稿でみた丁寧な立ち上げのプロ

セスの重要性と、カフェという集いの場を核とした組織運営の強みが発揮されて

いることが確認できた。どちらも地域福祉型の RMO の特徴であり、特に住民ニー

ズの実現という意味だけでなく、組織運営の活性化、人材の確保のためにも集い

の場を持つことが有効だと言える。 

この５年の間に国東市ではサポーターを配置し、活動の総合化を進めていた。

組織運営と福祉分野は市社協 SC、それ以外の活動はサポーターとすみ分けなが

ら、かもめをはじめとした支え合い組織をサポートしている。特にサポーター制

度は市から市社協への事業委託費の中から配置しており、高齢者支援課が所管す

るなど、簡単には真似できないが、その役割は、市役所職員、協力隊、集落支援

員、外部の NPO や市民活動団体などが担える可能性もある。いずれにしても個別

の活動、組織運営どちらもサポーター役が必要で、その体制整備が望まれる。大

分県では、主に設立支援のための中間支援者の派遣事業を展開しているが、設立

後の活動や組織運営での支援の拡充が期待される。 

国東市では地域福祉、社会教育、地域自治などの分野横断的、総合的な支援体

制の整備を検討していた。かもめのように特定の分野の組織が徐々に総合化する

こともあるが、すべての地区で順調に進んでいるわけではない。当初からの地域

福祉の活動がメインで、他の分野に力が入りにくかったり、メンバーの広がりが

十分でなく、一部の住民の活動に留まったり、また行政側のムリ、地域間のムラ
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も生じやすい。他方で活動している住民は、特定の活動だけをしているわけでは

なく、かもめのカフェスタッフのように、地域内の様々な活動、役割を同時に担

っている。地域を総合的に支え、連携、効率化を進めるプラットフォームづくり

の必要性と可能性があるといえる。 

RMO の組織運営や活動の活性化、持続化には一定の行政支援が必要である。他

方で特に財政的な支援をする以上、その費用対効果が問われる。６章で見たよう

に、市内のトップバッターとして設立されたかもめは、高齢者の健康に関する各

種指標の数値が軒並み高く、また国東市全体としても、2020 年からの第８期の

介護保険料が引き下げになるなど（県内では 18市町村中２市のみ）、地域福祉の

分野では目に見える成果が出ている。防災や教育、観光などの分野でも、一定の

成果が確認されるはずだが、他方で、行政から過度に活動の目標設定とその達成

のプレッシャーをかけるべきではない。上で触れたプラットフォームに対する支

援が十分であれば、おのずと各種の活動は花開く、それを信じて支えることが行

政側に求められる。 

 

注 

 

１）拙稿「地域福祉型の地域運営組織の展開と支援体制」（『農業研究』2017 年、286～309 頁）

参照。 

２）既存の RMO における地域福祉機能の強化については、拙稿『地域福祉における地域運営組

織との連携（JCA ブックレット 29）』（2022 年）を参照。 

３）総務省のデータによると、小学校区単位で組織されたRMOは47.6％、旧小学校区が12.5％、

中学校区と小学校区が同じケースが 5.7％で、合計 65.8％が小学校区をエリアに組織され

ている。 

４）全国的には近畿中四国で設立が進んでいるが、2021 年時点で全市町村に RMO があるのは

大分県だけである。平成の市町村合併が特に進んだこと、ベースとなる公民館活動が比較

的盛んなこと、県庁が RMO 設立支援に積極的で、県全域で活動する中間支援組織を育成し

ていることなどが要因として考えられる。 

５）政府は RMO の組織数 7,000 に加え、自主財源確保に取り組む RMO の割合を地方創生総合戦

略の KPI のひとつとしており、2024 年度までに 60％まで引き上げることを目標としてい

る。 

６）国東市では、市社協への SC の配置、および関連した県、市の事業を活用した地域での生

活支援、介護予防活動の組織体制の整備、活動促進を総称して「地域支え合い活動推進事
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業」としている。詳しくは前掲の拙稿（2017）を参照。 

７）ホームページは「国東つながる暮らし」という名称で、県の補助金を活用し作成された。

各支え合い組織の活動紹介だけでなく、各協議会の特産品のオンラインショップ、移住者

向けの地域情報なども掲載されている。2022 年度、このホームページや関連した活動が

評価され、寄ろう会として過疎地域持続的発展優良事例表彰（総務大臣賞）を受けた。 

８）県内の RMO、およびその支援を行う市役所に対する中間支援者の派遣、RMO や市役所向け

のガイドブックの作成、中間支援者の育成の 4つを行う。2019 年から実施され、これま

では筆者が所属する「一般社団法人コミュニティサポートおおいた」が事業を受託してい

る。 
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１．はじめに 

周囲を海に囲まれている離島の産業と言えば、まず思い浮かぶのは水産業で

あろう。確かに、水産業の生産額は第一次産業のなかでも高く、全体の約５割

を占める。しかしながら、産業分類別就業者数における離島全体 294,421 人の

内、農林業は 35,909 人（12％）、漁業 17,955 人（６％）と、農林業従事者の方

が多い。また、この離島での肉用牛の生産は、北は北海道の奥尻島（奥尻町）

から、西は与那国島（与那国町）までと、全国に広がる。加えて、外海離島の

みならず、瀬戸内海の離島を含めて日本各地に点在すると伴に、農業が気候に

左右される側面がある一方で、島の大小に関わらず産地が全国的な広がりがあ

り、生産額を伸ばしてきたことは重要かつ興味深い。 

そこで本稿では、離島の農業生産のなかで約３割を占める肉用牛の生産に着

目し、その優位性や生産を伸ばしてきた背景を考察したい。肉用牛の生産は、

母牛が出産してから８ヵ月から９ヵ月の哺育期間を経て、子牛として出荷する
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繁殖経営と、生後 30 ヵ月まで育てる肥育してから出荷される肥育経営がある 1）。

牛の生産地は、肥育された産地の名前で世に出るために、子牛が生まれ育った

島の名は消費者に知られることはない。実は、島育ちの子牛が多くのブランド

牛になっている可能性は高いと言われている。離島で育った子牛は、海風にあ

たったミネラル豊富な草を食み、島の急な傾斜を昇り降りすることで、肥育さ

れる時に体重を増量できるだけの足腰が鍛えられると言われている。 

ではなぜ離島での肉用牛生産が盛んになってきたのだろうか。そもそも、離

島では牛を家畜として、農耕の力作業を担ってきた。高度成長期にかけて農耕

が廃れる、もしくは農作業の機械化が進むにつれて、労働力としての役割を終

えた農耕用の牛は、子牛の繁殖をはじめとする肉用牛の生産へと転換していっ

た。その後、島ごとに品種改良に取り組み、物流の改善をともなって農家の軒

先で売買いされていた段階から中央市場へ送るようになり、適切な価格にて取

引ができるような体制を島ごとに構築してきたのだ。本稿では統計上の限界に

留意しつつも、離島での肉用牛の生産の実状を把握し、島の農業のなかでの位

置づけを明らかにし、今後の可能性について議論したいと考えている。 

本稿の構成は、第２章にて離島の畜産業に関する先行研究を整理し、第３章

では全国と離島の畜産業の傾向を述べ、畜産業を営む離島の生産額の推移等か

ら、肉用牛生産について注目すべき離島を考察する。最後に、第４章では今後

の研究課題について述べる。 

２．先行研究 

本章では、離島の畜産業に関する先行研究を整理する。まず、野澤(1971)に

よれば、日本の在来家畜として和牛は、中国地方をはじめとして日本全土に産

地として広がっていた他、見島牛（山口県萩市見島）、口之島牛（鹿児島県十島

村口之島）という離島固有の在来牛があるとされている。見島や口之島は現在

でも肉用牛の産地である。これらの在来家畜に、ホルスタイン種などの外来の

品種を掛け合わせながら改良し、農耕用の家畜から肉用牛生産への転換を図っ

てきた。 

それではなぜ、離島地域での肉用牛生産が盛んになってきたのであろうか。

－ 254 －



 

この理由は大呂(2014)に詳しい。同氏の研究では、沖縄県の多良間島、石垣島、

北海道大樹町、島根県隠岐諸島の知夫里島といった、離島をはじめとする日本

の国土周辺地域で営まれる肉用牛生産を分析し、畜産業が成長する背後にある

経営体の動態について事例研究をおこなっている。大呂の研究によると、離島

で畜産業は他の地域とは異なり例外的に発展したとしている。その背景として

以下の３点を挙げている。まず、肥育は輸入穀物に影響されるが、繁殖は牧草

の自給が重要であるため、土地利用により島の地形や地域資源を活かすことで、

単位面積当りの資本と労働の投下量を比較的少なくできることを意味する「粗

放化」に繋がること。次に、牛肉は輸入品との差別化がされていること。そし

て、本土と海を隔てている離島にとっては、鮮度にとらわれずに輸送できるた

めに、輸送上の不利益が小さく、離島における繁殖経営の優位性があることを

挙げている。このように、経済的、地理的な優位性を活かして、島での肉用牛

生産は位置づけを確立してきてようである。 

甲斐(2012)によれば、2005 年から 2010 年にかけて、長崎県壱岐市を事例と

して、総農家数の減少はあるものの、3026 戸から 2728 戸に減少しているが、

肉用牛は同期間に 12,252頭（繁殖牛 6742頭）から 12,457頭（繁殖牛 6942頭）

に増えている。また、壱岐市の 2006 年度の農業産出額である約 61億円のうち、

肉用牛は約 32億円であり、農業における肉用牛の貢献度は高いとしている。当

時の壱岐市の子牛市場では、子牛の出荷頭数と価格との関係から、子牛価格が

急落していたようであり、出荷頭数の減少につながることを懸念し、繁殖牛の

減少対策の必要性を述べている。 

地形的な優位性や、島のなかでの産業としての位置づけは確保しつつも、肉

用牛の生産体制に課題がないわけではない。離島の肉用牛の研究では、個別の

島に焦点を当てた事例研究として、それぞれの地域の社会経済の動向を鑑み、

経営体の特徴とその動態について分析しているが、これらの研究に共通してい

るのは、離島の課題として畜産技術向上の必要性を述べている点である。 

浜名(1986)では、鹿児島県の与論島、沖永良部島、徳之島、種子島の４島、

１市８町の農家の飼養管理状況を調査し、当時の和牛の繁殖状況は経営規模や

事業収益の低さから、まずは経営の採算を得るための繁殖技術の重要性を指摘

している。 
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また、大呂(2000)では島根県隠岐諸島の知夫里島における肉用牛繁殖経営が

拡大した要因について検証している。高度経済成長期に農業が衰退したものの、

知夫村の財政支出により維持され、入会放牧地を公共放牧場として活用しつつ、

地域資源を畜産に動員したことで子牛を低コスト化してきたとしている。知夫

里島では、本土の集約的な舎飼いに比べて生産面で優位な状況を生み出したが、

農家が生計を立てるためには、肉用牛繁殖経営を生計の副次的な位置にとどめ

続けていることで、効率的な生産システムが構築できたとしている。そのため、

畜産と組み合わされている産業の衰退によって、生活維持機能が失われる状況

が危惧されるため、観光業等との連携をふまえ、地域社会に適合するような再

構築の必要性を提案している。 

大呂他(2005)では、沖縄県多良間島と石垣島で事例研究をおこなっている。

復帰後の沖縄における肉用牛繁殖経営群を進化の過程としてとらえ、外部の環

境変化から生産者が技術を変化させることを「適応的技術変化」と定義し、経

営規模別に分析をおこなっている。市場や政策の動向、社会環境等の変化によ

り経営の変化を誘発する状況が発生したとしても、農家が制約条件のなかで実

施可能な経営のあり方や将来的な見通しを得るには、適応的技術変化の過程に

注目した分析が有効であると述べている。サトウキビの生産から畜産への移行

してきたことが強く影響し、農家は小・中規模の経営体が大きな割合を占めて

きたが、将来的な農家数の急激な減少により農地の供給制約が緩み、規模拡大

を誘発する可能性がある。その時に、安易に規模拡大を目指さずに収益性を高

められる技術を向上させることで、後継者候補が期待のもてる分野になるとし

ている。 

髙岡・熊谷(2018)では、宮古島の畜産農家を調査している。調査対象の農家

は、兼業から専業に転向して以降、削蹄と人工授精の受託作業で経営を安定さ

せ、牛舎を新設し、経営規模を拡大してきた。さらに、哺乳ロボットの導入に

よる省力化や、早期離乳によって分娩間隔を短縮させることで成果をあげてい

るとした。しかしながら、宮古島市では肉用牛飼養頭数が 10頭未満の経営体が

６割を占めており、全ての生産者が規模拡大を実現することは難しい。そのた

め、沖縄県が取り組む賃貸型の牛舎の活用事業など、小規模農家や新規就農を

支援する環境づくりが有効であるとしている。家畜市場への出荷頭数が増加す
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れば、購買者にとって必要頭数を確保できれば魅力的な市場となるため、地域

が一体となって「宮古牛」ブランドを浸透させ、観光需要の増加につなげるこ

とで肉用牛生産が地域に資するものになるとしている。 

小笠原(2019)では、徳之島で肉用牛繁殖を営むメリットは、サトウキビや馬

鈴薯との複合経営によりリスクの分散が図れ、温暖な気候により、豊富な自給

飼料が得られることを挙げている。その一方で、飼料の購入費用に輸送コスト

が上乗せされることが課題であるため、行政による支援体制が頭数を増やす後

押しになることを述べている。また、島の闘牛文化が肉用牛繁殖部門への参入

に対する心理的なハードルが下げ、後継者を得やすい環境であるとしている。 

離島の肉用牛生産に関する先行研究では、経営体の規模や動態を分析する研

究が主である。離島での肉用牛生産は優位性があり、地域の産業のなかで一定

の位置づけが得られてはいるものの、産地として経営体を成長させるためには、

農家の畜産技術の向上や、飼料の自給をふまえた生産コストの抑制策、地域社

会や自治体と一体になった取り組みやブランド化、後継者対策が重要であるこ

とが分かる。本研究では、先行研究に留意しつつ、離島での肉用牛の生産につ

いて離島地域を横断的に分析し、島の肉用牛生産について俯瞰する。 

３．離島での肉用牛生産の推移 

１）日本の肉用牛生産の動向 

農林水産省(2019)によれば、日本の肉消費量は昭和 35(1960)年から 70 年代

の初頭にかけて増加を続けてきた。昭和 35（1960）年度から比べて、令和元

(2019)年度の１人当たりの消費量は、米の消費量は半減したが、肉の消費量は

約 10倍に増加している。当初は国内消費を国産のみで賄っていたが、消費増大

に伴い一戸当たりの飼養頭数を増やし生産増大を図ってきたものの、消費の伸

びに追い付けずに輸入を増加させてきた。 

国全体の畜産生産は、表１に示すように、令和２(2020)年の農業産出額の合

計は８兆 9,370億円である。そのうち、畜産は３兆 2,372億円、産出額の約 36％

を占めており、平成 22(1020)年から５％増加している。 
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表１ 日本の農業品目及び畜産の生産額と構成比（単位：億円） 

  農業生産額 構成比   畜産産出額 構成比 

米 16087 18% 鶏 8334  26% 

野菜 22343 25% 豚 6619  20% 

果実 8937 10% 生乳 7797  24% 

畜産 32173 36% 肉用牛 7385  23% 

その他 9831 11% その他 2237  7% 

合計 89370  合計 32372  

出典：農林水産省(2019)を元に著者作成。 

 

 

図１ 子牛価格と繁殖雌牛頭数の推移（右軸：千頭/左軸：千円/頭） 

出典：農林水産省(2019)を元に著者作成。 

注）子牛価格は、黒毛和種（雄、雌）の年度平均価格。繁殖雌牛頭数は、各年２月１日時点

の数値である。また、令和２年より統計の調査手法が変更されている。 

 

肉用牛の子牛価格は図１のように、平成 24(2012)年ぐらいから上昇してきた

３）。同じく図１に肉用牛繁殖雌牛の頭数の推移を示す。繁殖雌牛の頭数は、平

成22(2010)年の 68万４千頭をピークに平成27(2015)年には58万頭まで減少し

たが、各般の生産基盤強化対策の実施により、平成 28(2016)年から増加傾向で

推移し、令和３(2021)年は 63万３千頭まで回復した。令和２(2020)年２月以降
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は新型コロナウイルス感染症の影響による枝肉価格の低下に伴い低下したが、

再び枝肉価格が上昇に転じたことに伴い回復している４）。 

 

２）離島の肉用牛生産について 

本節では離島での肉用牛生産の推移を俯瞰する。公益財団法人日本離島セン

ターが発刊する『離島統計年報』では、肉用牛生産をおこなう離島が掲載され

ているが、生産額と牛の頭数に繁殖と肥育の分類はなく、肉用牛を生産に従事

する農家の割合が明らかではないため、分析には限界があることを述べておき

たい。 

 

表２ 離島の第一次産業生産額における肉用牛生産の構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

注）離振法は離島振興法。その他法は、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、

小笠原諸島振興開発特別措置法の意。 

 

表２のように、離島での第一次産業のなかでも、農業生産における肉用牛の

生産は 33.7％となっている。図２に、離島の肉用牛生産額と頭数の推移、図３

に一頭当たりの生産額の推移を示す。 

 

 

 

畜        産

肉  牛 畜産小計 農業 林業 水産業 総  計

生産額 離島計 41,961.2 46,901.4 124,605.4 2,190.3 124,424.6 251,220.3

離振法 15,636.1 19,538.7 53,132.6 1,941.0 118,545.3 173,618.9

その他の法 26,325.1 27,362.7 71,472.8 249.3 5,879.3 77,601.4

全体における構成比 離島計 16.7% 18.7% 49.6% 0.9% 49.5%

離振法 9.0% 11.3% 30.6% 1.1% 68.3%

その他の法 33.9% 35.3% 92.1% 0.3% 7.6%

畜産における肉牛の比率 離島計 89.5%

離振法 80.0%

その他の法 96.2%

農業における肉牛の比率 離島計 33.7%

離振法 29.4%

その他の法 36.8%
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図２ 離島の肉用牛生産額と頭数の推移 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

注）農業生産額は、１月から 12 月までの数値である。生産農業所得統計、作物統計、農林

業センサス結果等を活用した市町村別農業算出額の推計結果等に基づく数値である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 離島の肉用牛における一頭当たりの生産額の推移（単位：円/頭） 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

 

肉用牛頭数は、離島全体で 118,896 頭、離島振興法対象地域で 40,288 頭、

その他の法律の対象地域では 78,608 頭と、奄美群島、沖縄の離島地域の頭数が

多い傾向にある。肉用牛の頭数については平成 22(2010)年の口蹄疫の発生後に

減少しているが、近年はわずかに上昇傾向にある。この肉用牛の頭数が減少し

年 

年 
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たことが影響し、図３のように一頭当たりの生産額が上昇したと思われる。 

 

 ３）分析及び結果の考察 

本節では、離島の農業生産のなかで肉用牛生産がどのような位置づけにある

のか、農業生産額における肉用牛生産額の構成比と、その推移を見ることで考

察したい。 

『離島統計年報』によれば、平成８(1996)年の時点では 112 市町村、100 島

で肉用牛が生産されていたが、本土との架橋により離島ではなくなった島や、

高齢化や人口減少等の理由により生産をおこなわなくなった島もあり、肉用牛

生産をおこなう島数は減少している。最新の平成 30(2018)年時点の数値によれ

ば、肉用牛の生産をおこなう離島は 58 島、52 市町村とある。本節の分析には

生産額と頭数の数値が明らかであり、データに欠損がない離島とした。そのた

め、生産の実態はあっても、生産額と頭数が不明、もしくは揃っていない離島

は分析対象から除外せざるをえなかった。分析対象とした 37 島を表３に示す。 

 

表３ 分析対象の離島及び市町村一覧 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

 

 

奥尻町(奥尻島)、八丈町(八丈島)、佐渡市(佐渡島)、隠岐の島町(島後)、海士町(中

ノ島)、西ノ島町(西ノ島)、知夫村(知夫里島)、土庄町(小豊島)、対馬市(対馬島)、

壱岐市(壱岐島)、宗像市(大島)、宇久町(宇久島)、小値賀町(小値賀島)、佐世保市(黒

島)、五島市(福江島)、薩摩川内市(上甑島)、西之表市、中種子町、南種子町(種子島)、

屋久島町(屋久島)、三島村(竹島、硫黄島、黒島)、十島村(口之島、中之島、諏訪之

瀬島、平島、悪石島、小宝島、宝島)、奄美市、龍郷町、瀬戸内町、大和村、宇検村 (奄

美大島)、喜界町(喜界島)、徳之島、伊仙町、天城町(徳之島)、知名町・和泊町(沖永

良部島)、伊江村(伊江島)、久米島町(久米島)、宮古島市 (宮古島)、石垣市(石垣島)、

与那国町(与那国島)。 
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まず、離島の肉用牛生産額の増減を図４に示す。多くの離島の生産額が増加

傾向にある。なかでも、上位に来る離島は 2008 年から 2018 年の 10 年間にかけ

て大きく増加している。特に、生産額の上位に来るのは、子牛の繁殖経営だけ

でなく、肥育経営をおこなう離島が生産額を伸ばしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 肉用牛生産額の推移（単位：百万円） 

出典：『離島統計年報』より著者作成 

 

沖縄県石垣市の石垣牛をはじめとして、銘柄として確立され、ブランドが浸

透している島の生産額は高く、また増加傾向にある。表４に図４の生産額が高

い上位 10 位までの離島を示す。石垣島と同様に、鹿児島県の種子島や奄美群島

の離島が上位を占めている。鹿児島県で生産される鹿児島県黒牛もブランド牛

である。鹿児島県内で統一したブランドを構築しており、生産額は上昇傾向に

ある５）。 

 

年 
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表４ 離島の肉用牛生産額及び増減率の順位 

 

 

 

 

 

 

出典：『離島統計年報』の分析により著者作成 

注）表は 2018 年における生産額の高い離島を順位付けしたものである。表４の増減率の順

位は、平成６(1994)年の生産額を１として増減率を推計し、増加率が高い離島を順位付

けしたもの。 

 

表４によると、一頭あたりの生産額の一位は土庄町の小豊島ではオリーブ牛

と言うブランド牛を生産しており、島の畜産は 100％肉用牛生産である。小豊

島のオリーブ牛生産については、香川県(2022)に詳しい。小豊島は小規模な内

海離島であるが、ブランド化している肉牛の肥育経営をおこなうことで生産額

を高め、頭数が少なくとも付加価値の高い生産をおこなっていることが分かる。 

表４の増減率の順位は、平成６(1994)年の生産額を１として増減率を推計し、

増加率が高い離島を順位付けしたものである。増減率だけでみると、八丈島の

ように生産額や頭数が少なくとも、近年になって繁殖経営に取り組み、頭数を

増やしてきた離島は値が高く出る傾向にあると思われる。しかし、同じく表４

の牛の一頭あたり生産額が高い離島や増加率の高い離島では、三島村、十島村

を構成する小規模な離島では、繁殖経営により生産額を高め、比較的大規模な

外海の離島は肥育経営により生産額を高めているように推測できる。 

次に、生産額構成比の推移を図５に示す。構成比の推移により、島の農業生

産額全体に占める肉用牛生産の位置づけを考察する。構成比が年を追うに連れ

て高まっているかどうかにより、島内での位置づけが高まっていると推察する。

農業生産額における肉用牛生産額の構成比を高めている離島は、長崎県の小値

賀島、同県の壱岐島、島根県海士町の中ノ島、鹿児島県の上甑島等があげられ

る。これらの離島は、主として肥育経営に力を入れてきた離島である。 
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図５ 農業生産における肉用牛生産構成比の推移（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：分析により著者作成 

注）畜産における肉用牛生産が 100％の離島は、土庄町（小豊島）、西ノ島町（西ノ島）、知

夫村（知夫里島）、佐世保市（黒島）、三島村（竹島、硫黄島）、十島村（諏訪之瀬島、

平島、小宝島）。 

 

特に、壱岐島の「壱岐牛」、海士町のある中ノ島をはじめとした隠岐群島で

生産する「隠岐牛」は、島生まれ島育ちの牛としてブランド化し、その評価を

高めてきた。また、隠岐群島では、隠岐の島町のある島後、海士町の中ノ島に

て建設事業者等の他の業種から畜産業に進出する事例もあり、島で官民一体と

なった畜産振興とブランド化が実践されてきたことが、生産額を伸ばしてきた

年 
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背景にあると思われる。 

一方、島の農業がほぼ 100％肉用牛生産の離島である十島村、三島村といっ

た小規模な離島では、早くから子牛の繁殖に取り組み、島の農業を繁殖経営に

特化させてきたため、構成比の変化は少ないことが見て取れる。 

上記のように、本節では離島の肉用牛生産額の増減や、農業生産額における

肉用牛生産額の構成比の変化を見てきたが、農業生産のなかで肉用牛生産の比

率を高めている離島が多く、肥育した牛のブランド化、もしくは県単位で取り

組むブランド化を背景とした繁殖経営により生産額を高め、島の農業生産にお

ける位置づけを高めていると考えられる。 

４．研究課題 

本稿では、離島農業のなかで肉用牛の生産に着目し、生産額が上昇傾向のあ

る離島や、島内での農業生産における肉用牛生産の構成比が増加している離島

を明らかにし、生産が上昇してきた背景を考察した。その結果、肉用牛生産に

取り組む多くの離島が増加傾向にあるが、特に生産額の上位にあがるのは、子

牛の繁殖経営だけでなく、肥育経営をしている離島が生産額を伸ばしているこ

と、ブランド化を推進していること、加えて小規模な離島においては繁殖経営

に特化して生産額を高めていることが分かった。 

最後に、本稿の結果を踏まえて、今後の研究課題について述べる。本研究で

は、離島地域の傾向を分析することに注力したため、島ごと発展過程を知るた

めには、地域の畜産に関する歴史的経緯や、市町村の畜産振興施策について知

る必要がある。先行研究にもあるように、繁殖の技術、草地開発、投入予算、

経営方法により経営体の成長には違いが見られると思われる。加えて、国の畜

産振興政策や市町村の施策との関連性や、社会経済的要因との関係によって分

析することを課題としたい。島のなかでの畜産の位置づけを高め、生産額や頭

数を増加させてきた離島の実態を知るために、個別の離島に着目した事例研究

により深めていきたいと考える。 

次に、離島で肥育経営をする際には、生産コストや飼料の自給について研究

することは避けて通れないと思われる。現在は、新型コロナウイルスの世界的
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流行や、世界情勢の不安定化により日本国内で食糧安全保障の意識が高まり、

食料自給率の向上が求められるようになった。さらに、燃油高が重なり、事態

は深刻さを増しており、今後の生産コストの上昇は避けられないだろう。離島

の畜産業における生産コストの軽減対策としては、種子島の農畜連携がある。

種子島の耕畜連携事業は、畜産飼料にサトウキビや馬鈴薯でんぷん粉を用い、

飼料の自給率向上に取り組んでおり、将来的な生産と輸送費用の上昇に備える

ためにも注目すべき実践例である。このような離島での取り組みを調査してい

くことが政策立案に貢献するためにも重要になると考える。 

そして、担い手不足や後継者対策は離島においては喫緊の課題である。これ

までも、農業の担い手を確保するため、島外からの移住者を募り、担い手を確

保してきた。離島の市町村では移住定住政策を重視しており、島の持続可能な

農業の構築は自治体の移住定住政策との緊密な連携が求められている。しかし、

これまでの離島の農業研究では、農業経営や技術的な研究を軸として、第一次

産業の後継者対策と移住定住政策との関連性について考察することは少なかっ

た。昨今では、移住者のための住居整備や畜舎の整備といった、受け皿づくり

は農家だけでは難しく、自治体による施策が不可欠である。斜面の多い離島に

とっては、平地がないために土地を造成しなければ畜舎建設が難しい離島もあ

り、資材の輸送費がさらに嵩むために、自治体の負担の増大は大きな課題とな

っている。移住した農家が自立した農業経営に至るまでの道筋をつけるために、

移住農家の生産活動と生計について実態を調査し、島の既存農家と比較するな

どの実証研究が求められてる。本稿のようなマクロ的視点に立った研究にも留

意しつつ、離島の個別に農家の財務状況を分析等、農家の生活の安定化に資す

るミクロ的な分析をおこなうことで、持続可能な農業と移住定住政策の在り方

を明らかにしていきたいと考える。 
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注 

１）繁殖から肥育し出荷までを通じておこなう経営のスタイルを一貫経営と言う。 

２）令和元年度の牛肉自給率は重量ベース 35％である。 

３）繁殖雌牛の減少による子牛の分娩頭数減少と枝肉価格の上昇が原因を考えられている。 

４）枝肉とは骨がついた状態の肉のことであり、頭部、尾、四肢端等を切取り、皮、内臓を

取除いたあとの肉のこと。牛肉は枝肉の状態で格付けされ肉の量や歩留まり、肉色、脂

肪によって等級が決められる。 

５）本来であれば、与論島や竹富島も生産額が高く 10 順位内に入るが、肉用牛の頭数が明

らかになっておらず、分析からは除外せざるをえなかった。 
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１．はじめにー三本木原の秋― 

  もう 20 年近くも昔になってしまったが、秋の１日、青森県三本木原の旧農

林省農事試験場三本木原営農支場跡地を訪ねたことがある。近くの青森県農林

総合センター藤坂稲作部を訪ねた際に、お願いして案内していただいた。 

三本木原はなだらかな丘陵地帯に山林と田畑がつづき、道辺にはセイタカ

アワダチソウが咲き乱れていた。「このあたりが支場跡です」といわれ車を降

りたが、近くに県の畑作園芸試験場があったほかは人家もまばら。半世紀前

の研究者たちの足跡はまったく残っていなかった。 

 三本木原営農支場といっても、知らない人が多いだろう。敗戦直前の 1945

年（昭和 20 年)の６月 27 日に発足した、わが国初の「農業の総合性」に関す

る研究(以下、総合研究という)を主務とした試験場である。 
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当初の職員は支場長の錦織
にしごおり

英夫
ひ で お

以下 33 名、試験用地 300ha、当時の農林省

が未来に夢を託して建設した研究機関で、今もわが国「総合研究の発祥の地」

といわれる。残念ながら、５年後の 1950 年には研究機関の再編整備で、東北

農業試験場（盛岡市）に統合されて消えた薄命の試験場だが、今振り返って、

この試験場がたどった歴史には、なにかと考えさせられるものが多い。 

ここからはその営農支場について、支場長であった錦織の研究人生とも重

ね、同場が追い求めた「農業の総合性」と、それに迫るため推進された「経営

試験」などの「総合研究」、さらにその後の総合研究の系譜について考えてみ

たい注１)。 

２．華北畑作農業との出会い、農業の総合性を考える 

話は 1939 年（昭和 14 年）、日中戦争さなかの中国大陸にさかのぼる。こ

の年、東京帝国大学助手であった錦織英夫は恩師那須
な す

皓
しろし

東大教授の北京大学

農学院顧問注２)併任にともない、同農学院教授に任ぜられ、併せて大学付設の

農村経済研究所員に就任した。彼の北京での本拠はこの農村経済研究所で、

1943 年には副所長に就任注３）、1944 年４月の帰国まで、もっぱら華北の畑作

農業の調査研究に当たった。 

いうまでもないことだが、華北における畑作の歴史は悠久の昔にまでさか

のぼる。最近は灌漑施設も整い、様変わりしているようだが、当時の華北農業

は極端な乾燥気候の下、秋播小麦を基軸にコウリャン・トウモロコシ・アワ・

大豆などを組み合わせた２年３作の輪作が主軸で、ワタ・落花生なども作付け

されていた 1）。 

錦織はこの多種作物が並列的あるいは時系列的に組み合わさった時間軸の

長い輪作農業が「大自然と実によく調和し、農業の組み立てや、その運営が実

に巧みな釣り合いのとれたものであること」に感銘を受け、｢農業の総合性に

ついて教わるところが極めて多かった」と述べている。そして｢なかでも、家

畜の農業経営における生態は、華北農業の永続農業の姿をよく示している｣と

高く評価している 2)。経営の中で、畑面積、その耕耘に必要な牛、牛に必要な

飼料、そこで生まれる堆厩肥がみごとに釣合いのとれたものになっていること
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を評価したのである。 

錦織が農業、わけても畑作農業の総合性に強い関心をもつようになり、帰

国後、三本木原で「農、畜、林全般に亘る営農に関する綜合的研究」3）をここ

ろざすようになったのは、こうした華北での濃密な調査の経験があったからで

ある。 

 ちなみに錦織がいた当時の北京には、北支方面軍司令部・興亜院華北連絡部

に東畑四郎（のちの農林事務次官、以下カッコ内はその後の役職）、北京大学

農学院と華北産業科学研究所注４）に秋元真次郎（農林省農産課長）、坂田英一

(同特産課長・農林大臣)、山田登（熱業農研センター所長）、熊代幸雄（宇

都宮大学教授）、渡辺兵力（農業総研所長）、西山武一（鹿児島大学教授）が

いた 4)。 

後年、錦織は「よく同志と共に北支の畑作農業について語り合い、(中略)

内地でも畑作農業の再建(農業の総合性)が緊要だとし(中略)畑作試験場兼研

修場の建設を考えたことがあった｣と述べているが、これらの方々がそのとき

語り合った同志なのだろう 5)。 

３. 三本木原営農支場の 4 年、歩きはじめた総合研究 

（１）営農支場の創設まで 

太平洋戦争が終末に近づいた 1944 年（昭和 19 年）４月、錦織は北京大学

を辞して帰国、以後１年間を東亜農業研究所（現：日本農業研究所）研究員と

して過ごした。代替飼料の研究に従事したというが 6)注５）、実際は営農支場長

就任の待機期間であったのではないだろうか。同所の理事長が有力な営農支場

創設推進者で注６）、直前まで農林大臣（1940～41）を努めた石黒忠篤であるこ

とからの推測だが、真相はどうだろうか。 

そこでつぎに、敗戦直前のこの時期に、なぜ人びとが営農支場創設などと

いう難事業に情熱を燃やしたかだが…… もともと三本木原は安政の昔に南部

藩士新渡戸傳が開拓に着手、辛苦の末に耕地を切り拓いたことで知られる東北

最後の原野であった。明治以降も開拓はつづき、1944 年には国営三本木用水

も完成している。同年起案の「国立高冷地試験場期成会規約」は、技術力向上
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で三本木原のさらなる開発を、と願う地元の希望から生まれたもので、12 月

には「会」が発足している 7）。 

営農支場創設は中央でも歓迎された。折しも戦争末期、食糧確保に苦悩す

る農商省
注７）

にとって、この未耕地の開発と、それに対応する試験場建設は

歓迎すべきことだったのだろう。1944 年２月には、貴族院予算委員会で「高

冷地試験場」早期実現を求める陳情があり、農商大臣答弁もされている 注８）。

また 10 月には、前述の北京時代の同志、東畑・秋元・坂田３課長を含む８課

長が現地入りし、調査に当たるという熱の入れようだった。 

その農商省で、計画推進の中心にいたのは秋元農産課長であった。もとも

と秋元は農事試で 14 年間水稲などの育種栽培研究に従事していた研究者であ

る。のちに錦織も当時を振り返り「秋元さんの華北産研の綜合試験の経験を、

そこに生かしていこうという構想によるものだったのではないか」と述べてい

る。秋元はここに「農事、畜産、園芸、林業及び農産加工といった広い分野の

綜合試験をする」「経営及び生活の研究までもやっていく」８）総合試験場の

建設を夢みていたという。 

 その秋元が、営農支場長に推挙したのが錦織である。農商省に呼び出された

錦織に秋元は「君が主張していた畑作研究の場を造ったから、初代支場長を引

き受けられたい」と就任を迫ったという９）。錦織が引き受けたのはとうぜん

のなりゆきであったろう。 

 ちなみに営農支場の｢営農」という呼称だが、｢営農」は農家の経営活動そ

のものを意味する。同場があえて｢営農｣の 2 字を冠したのは、地元から「農

家の経営および生活改善に直結した営農的・綜合的研究」10）をという強い要

請があったからだという。現地の農家が、稲作重視の中央の研究に飽き足ら

ず、実際の畑作経営改善に直に役に立つ総合的な技術開発を、と強く願って

いたことを示すものだろう。 

 

（２）営農支場の船出 

 三本木原営農支場は、まさに太平洋戦争敗戦間近の 1945 年(昭和 20 年)６

月 27 日に「わが国に於ける営農に関する綜合科学的研究を行う唯一の試験機

関」として創設された。 
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設立の趣旨について、

支場長に就任した錦織が

つぎのように述べてい

る。「本来農事試験場と

云えば、米、麦始め各種

作物の技術的試験研究を

行う機関であって、当場

の如く農、畜、林全般に

亘る営農に関する綜合的

試験研究を行うものはな

かった」11）。 

長く華北農業に触れて

きた錦織の眼には、農・

畜・林にまたがる営農技

術体系の総合研究、農業

の総合性との対決こそ

が、畑作振興の本道に思

えたのだろう。発足時の職員数は 33 名、用地は総面積 280ha 余、敷地内に畑

地のほか水田・ため池・放牧採草地・防風林・山林原野を有していた 1２）。

（図１参照） 

営農支場の創設から参加し、農作業の実態調査などを担当していた吉田寛

一（東北大学農学研究所長）は、８月 15 日の敗戦の報を「虻を追うのに忙し

い耕馬の手綱を取りながら牧草の種子を蒔いていた丁度昼時」13）に聞いたと

回想している。まさに嵐の中の船出であったのである。 

1948 年(昭和 23 年)の春までには、わずかながら庁舎も完成（図２参照）、

新規採用者の参加もあって組織も拡充され、庶務部のほか技術研究部と調査研

究部、それにこの支場独自の経営試験部からなる組織も成立、全国初の「営農

に関する綜合的試験研究」がはじまった。 

図１ 三本木原支場全図 

資料：『東北農試研究報告』第 2 号(1952)
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営農支場の設立趣旨は当初、就任したばかりの研究者にはなじめなかった

ようだ。同年４月に、新卒として営農支場に着任した経営専攻の鈴木福松（日

本大学教授）は当時を振り返り「技術がわからんで経営がわかるか」14)と叱咤

されたと回想する。同じ新卒で作物学専攻の栗原浩（京都大学教授）も「この

試験場は従来の試験場のような個々の作物に技術研究するところではない、総

合的な研究をする」15)といわれて戸惑ったと語っている。 

 

（３）「経営試験」 

「わが国最初の綜合的営農研究機関」と銘うった三本木原営農支場の、と

くに柱となった先駆的な研究は、技術・経営各分野の研究者を動員して経営試

験部が行った「経営試験」であった注９）。 

｢経営試験｣の意味については、同場の副場長格で自らもこの試験の推進役

であった岩崎勝直のつぎのような記述がある。「従来の農学に於ける諸専門の

分析的研究では限りなく分化し、部分研究としては益々進歩するが、夫等の結

果をとりまとめて組立て全体として把握する為には果たしてどうすれば良い

か、その方法は従来少しも解決されていない」。そしてその対策として「経営

を人と作物及家畜との共同社会と見做し、其処に発生する諸現象を生物生態学

立場に於いて考察することは、経営研究を進めて行く上に一つの有力な手段と

図２ 三本木原営農支場庁舎 

資料：『東北農試研究報告』第 2 号(1952)
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なるであろう」16)と主張している。 

「経営試験」では、場内に穀作型・酪農型および山地園芸型の実規模農場

を設け(第 1 図参照)、実際に耕種と養畜とを組み合わせた経営を営み、｢作物

の経営的性格｣「労力利用と作物編成」｢飼料負担面積｣など、寒冷地畑作経営

の合理化に欠かせない諸課題について調査を行った。 

｢経営試験｣の意味を解釈する手立てとしては、実際にこの試験に参加し、

この時代が「私の骨格ができる最初の時代である」と語る池善英（鳥取大学教

授）の思い出話が残されている。錦織から聞いた「敵陣を攻撃する砲兵の話」

17）だが、小山の陰で見えない敵を攻撃するとき、まずこの辺りとおぼしき辺

りに試射することで敵陣についての「諸元」を探り、じょじょに目標に近づい

ていく。まず｢経営試験」を行うことで、東北畑作が求めている「諸元」を見

出そうと、錦織たちは考えていたのだろう。 

新卒でいきなり｢経営試験｣に参加し、｢労力と作物編成｣調査を担当した鈴

木も、錦織から聞いた｢チュウネンがテロ－農場の経験から『孤立国』の理論

を導き出した｣という話を記憶している。鈴木はまた｢経営試験｣を今日の｢野

外科学｣注10）でいう「仮説を発想させる手段」であったのでは、と回想してい

る18）。 

戦争直後の混乱期に、未踏の寒冷地農業に立ち向かった当時の研究者たち

は、自らが現地の畑作経営に挑戦し、そこに潜む諸問題を摘出することこそ

が、彼らがめざす総合研究解明の第 1 歩になると考えたのだろう。 

 

（４）その他の総合研究、営農研究 

もちろん営農支場では、ほかにも多くの研究が行われた。営農支場の成果

をまとめた「東北農試研究報告」２号をみると、これこそまさに地元の希望し

た｢営農研究｣だが…… 

①各種畑作物が併行・前後して栽培されている農業現場で、農家目線でみ

た作業適期とはどの範囲までか、を追究した聞き取り調査、②合理的輪作様式

を知るための麦類・ダイズ・ヒエなど畑作物の前後作関係と連作障害の発生実

態についての調査、③30ha・169 枚の農家圃場に生えた 20科 38 種の雑草につ

いて、その時期別消長と、これを除草・中耕する時期・手段についての逐一調
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査、④青森県下４集落を対象に調査した、役馬導入の損益や養豚の経済性につ

いて報告など。 

それまでの水田作主体の作目別・専門分野別研究体制下ではみられなかっ

た現場に根ざした研究課題が並んでいる。 

もちろん敗戦直後の、施設も整っていなかった当時の試験場で、空腹を抱

えながらの研究者たちが、わずか 4 年(実質 2 年)で探り当てた研究成果であ

る。不十分にみえる調査が多いのは仕方ないとしても、注目したいのは雑草防

除や農作業・作付体系、畜力利用と関連する堆厩肥確保の調査など、それまで

の国の試験場ではあまり対象にされてこなかった課題が広く取りあげられてい

ることである。 

ほぼ同じ時期に、農事試験場鴻巣試験地にも「試験研究の綜合化に関する

事項」19）を所掌する技術部が創設され、水田作について雑草防除や農作業・

作付体系に関する研究がスタートしているが、営農支場のそれはこれと対をな

す寒冷地畑作を対象にした研究のスタートであった注 11）。 

1950 年(昭和 25 年)、営農支場の研究活動はわずか４年で幕を閉じる。戦後

の混乱期に、広野のただ中に送り込まれた研究者たちが、自らの手で開墾を進

めながら、未踏の研究領域に踏み込んでいった意欲と努力には敬服のほかな

い。 

 

（５）農村生活研究の創始 

営農支場が推進した総合研究の中で、もうひとつ忘れてならないものに、

国の試験研究機関初といわれる 20)農村生活研究がある。「農業は農民の生活

と密接不離」21）と考えていた錦織にとって、生活研究は必須のパーツであ

ったのだろう。 

担当したのは山岸正子注 12）である。そしてその山岸を抜擢、研究の場を提

供したのも錦織であった。東亜農業研究所時代に労働科学研究所勤務歴を持つ

彼女を助手に採用して、営農支場発足の際に三本木原に伴い、農村生活研究に

当たらせている。 

山岸の生活研究にかける執念はすさまじかった。着任早々、近くの藤坂村

の農家に足を運び、当時は肥料としても使われていた大豆の利用実態を調査し
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て雑誌に発表している 22)。営農支場４年間の成果をまとめた『東北農試研究

報告』２号では、リンゴ生産のさかんな津軽と雑穀生産が主体の南部の農家の

食生活を比較し、副食に魚を食べる津軽に比し、南部のそれは漬け物だけと指

摘。乳牛の導入によって食生活の改善を図ることが、同時に土壌改善にもつな

がると提言している 23）。 

ここからは、営農支場閉鎖後の盛岡での研究になるが…… 彼女の研究の

中で特記したいのは、山形県平田村に長期滞在して調査した「東北水田単作地

帯農家の生活構造」24）である。当時の庄内の稲作農家では、①厳格な家父長

制の下、生活は生産に従属していて、技能労働は経営主か長男が、単純だが過

酷な労働は次３男や婦女子にと振り分けられていたこと。②寝間は万年床で寝

具をしまう押入れもなかったこと、③50 歳以上の女性の 44％が腰曲がりで、

男性の 3 倍も多いことなど。強烈な「いえ」制度の下であえぐ当時の東北の

農村女性の生活が、同じ女性の眼で事細かに報告されていて、興味深い。 

山岸の労をいとわぬ研究姿勢については、近くでこれをみていた錦織のつ

ぎのような感想がある。「（山岸の）調査方法には正に独自のものがあり、農

家のふところ深く飛び込んで農家と溶け合い、農家と思いを同じくして、その

実態を見究めようとした。ある時は農繁期に農家の主婦に代わって台所を引受

け、またある時は、一行商に身を扮して農家の日常生活の生態に身近かに接し

ようとさえ努めた。真実を見究めようとするその研究態度は高く評価されてよ

いだろう」25) 

営農支場時代に同僚であった鈴木も、山岸の研究について「単なる生活改

善の研究でなく（中略）今でいうジェンダー視点の萌芽があった」と評価する

26）。彼女を研究に駆り立てた原動力には、単に農村生活の改善だけでなく、

ジェンダーへの強い想い入れがあったことも確かだろう。 

ちなみに、その後の山岸だが…… 1961 年、山岸は農業経営部農家生活研

究室長に昇任。国立農試初の女性室長と期待されたが、３年後病のため退職し

た。在職中、彼女が残した報告は『東北農試研究報告』だけでも前記 2 題の

ほか、北東北と中国地方の農家の労働年齢と疾病についての調査 27)、盛岡市

近郊の兼業農家の生活構造に焦点を当てた調査 28)と４題に及ぶ。いずれも当

時の東北の農家生活を知るのに欠かせない資料で、歴史の証言としても貴重な
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史料である。 

なお山岸については、彼女の研究人生を克明に調査し、彼女を著名な丸岡

秀子と比肩する「もう１人の農村女性研究者、山岸正子」と称える大門正克

(横浜国立大教授)の労作 29）がある。本項はこれを多く参考にさせていただき

執筆した。とくに記して、厚く感謝申し上げます。 

４. 営農支場の終焉、東北農業試験場、そして全国へ 

（１）営農支場の終焉 

1950 年（昭和 25 年）、三本木原営農支場はわずか４年で幕を閉じる。連合

国最高司令部の指示を受け、それまでの農事試験場・園芸試験場・畜産試験場

など専門別研究機関を統合し、中央に農業技術研究所、地方に北海道・東北な

ど７地域農業試験場（翌年、中国四国農試が中国と四国農試に別れ８地域農試

に）を配置する研究体制に改組されたからである。 

営農支場は東北農試に併合され、錦織は同場の初代場長に就任、同時に配

置換えとなった支場職員とともに盛岡に移った。まさに断腸の思いの退去であ

ったろう。 

 

（２）東北農業試験場での再出発 

 1950 年 10 月、東北農試は発足する。もちろんここでも農業の総合性の追

究、総合研究の火は消えることがなかった。山岸の生活研究については既に述

べたが、営農支場で経営試験を担当したほかの研究者たちも、多くは農業経営

部（部長は営農支場で錦織を補佐した岩崎）に移り、同部を中心に畜産部も参

加した畑地酪農の調査研究などに力を注いでいる。 

これは錦織が東北農試を去り、岩崎が後任場長に就任してからのことだ

が、1960～66 年には、近くの雫石町盆花開拓地の農家を対象に高位畑作機械

化実験農場を設定、｢東北北部の寒冷地畑作地帯を対象に、機械化集団営農方

式の確立｣30）について調査研究を行っている。 

また 1963 年には、場内に２ha 区画の大区画圃場 30ha が造成され、農業技

術部が発足、水田酪農を前提とした大規模機械化経営試験が実施されるように
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なった。 

 

（３）受け継がれた総合研究 

北東北の一隅、三本木原で燃えはじめた総合研究の火が全国に燃え広がっ

たのは 1960 年代になってからである。1961 年(昭和 36 年)に｢農業基本法｣が

制定されると、選択的拡大のかけ声の下、稲作だけでなく畑作・園芸・畜産に

もまたがる複合型農業の推進が求められるようになった。 

同じ時期、農林省の研究機関でも畑作振興のため、北海道農試・農事試・

九州農試に畑作部が、汎用水田を対象にして農事試に作業技術部、そして東北

農試に前述の農業技術部と、いわゆる「総合研究部」が新設される。裏作麦や

耕畜連携をめざす飼料作など、機械化作業技術体系や作付体系など、総合研究

がつぎつぎ進められたのはこの時代である。 

 新設された各農試の総合研究部の活躍については、ここでは触れない。ただ

ひとつ紹介しておきたいのは、農事試畑作部一戸貞光らの畑作酪農に関する総

合研究である。 

関東地方で畑 30ha と乳牛 50 頭をもつ大規模機械化農場を想定した試験で

「個々の技術が大規模畑作酪農の農場管理技術の一環として取り入れられた時

に、それらの技術が相互にどのように規制し合い、また農場全体としての生産

性のレベルを高めていくためには、これらの技術をどのように組み合わせたら

よいのか」31）を追究している。 

まさしく営農支場の「経営試験」継承の感があるが、それもその筈。筆頭

研究者の一戸は創設期の営農支場に在籍していた。三本木原の｢血｣はこうし

て受け継がれていったのである。 

ちなみに、その｢血｣のもとの錦織だが、この時期には既に東北農試を去

り、農林省技術会議事務局研究参事官の任にあった。職責からみても、彼が総

合部の新設に関与したことは間違いないだろう。 
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５．論考にみる農業の総合性と総合研究 

 ここからは営農支場を離れて、農業の総合性と、これを追究する総合研究に

ついての論考を、時代を追ってたどってみたい。 

 

（１）稲作独往時代の総合性、総合研究 

農業の総合性に最初に言及したのは、大正時代の横井時敬(東京帝国大学教

授)の著『合関率』(1917)であろう。橫井はまず農業に対する自らの姿勢を

｢学者は研究上必ず分解的に出でざるを得ない｣と釈明する。そしてその上で

｢畢竟農業なるものは各要素が有機的に結合せられて一定の目的の為に合関的

活動をなすもの｣であるとし、この活動を『合関率 Law of combination』注 13)

と名づけ、重要性を強調している。ただしその「合関的活動をなす」農業を研

究対象とし改良の道をさぐる「総体的研究法」については、「動的事情」が多

いとし、それ以上は言及されていない 32)。 

総合研究のサイドから、農業の総合性に接近しようとしたのは、本稿で取

りあげた錦織英夫の営農支場と、ほぼ同じ時期の盛永俊太郎(九州大学教授・

農事試験場長)であろう。 

盛永は農業の総合性を生態学的視点からみて、人間と作物・家畜が「互い

にその生と繁栄を依存し合うという関係になっている」と捉える。そしてそれ

にかかわる「(農学は)作物および家畜と人類との関係の学であり、それらが

おかれた物理的、化学的並びに生物学的の諸環境の総合の中において攻究さる

べきものである」従って農学は当初から総合性の最も高い生物社会の研究をそ

の本領として課せられたものである」33) と述べている。 

 

（２）米余り時代以降の総合性、総合研究 

農業の総合性、総合研究への関心はしかし、その後一時期、陰を潜める。

1950 年代の戦後復興期から 60 年代の選択的拡大の時代にかけて、国民の食生

活の向上改善に資する品種改良や農薬・化学肥料の開発が急がれ、作目別・学

問分野別縦割り研究が優先したからである。研究機関も蚕糸・畜産・果樹・野

－ 280 －



菜・食品など作目別・専門別試験場が独立、地域農試でも専門研究が優先され

るなど、細分化の一途をたどってきた。 

いったん陰を潜めていた農業の総合性への関心が、再び注目を集めるよう

になったのは 1970 年代以降。この頃になると、米余りが目立ちはじめ、農村

人口は激減、耕作放棄地が目立ちはじめる。兼業化が進み、非農家人口が増え

はじめたのもこの頃から。対応して、土地利用型農業の再建が強く求められ、

地域農業の複合化が進められるようになった。複雑化する農業に対応して、総

合研究が活性化したのはとうぜんの成り行きであった。 

1981 年（昭和 56 年）に筑波に誕生した農業研究センターは、農林水産省が

全研究機関協力の下に農業の総合研究に取り組む姿勢を示した最初の研究機関

で、その設置法１条には「多数部門の専門的知識を活用して行う技術上の

総合的な試験研究」とある。 

初代所長川嶋良一は「農業の総合研究、農学の総合とは、地域や農家や農

村の現場での問題の解決改善のために、専門研究の協力を得て、特定の専門に

こだわることなく、力を集めて実践していく研究と、それを幅広く支援する学

問領域である」34）と述べている。総合研究はもはや一研究部の守備範囲では

なく、農業研究機関あげての課題になってきたのである。 

農業の総合性と、これに対応する総合研究についての論考はさらにつづ

く。1995～96 年に日本農業研究所が催した「日本の農学を考える」研究会の

主査金沢夏樹（東京大学名誉教授）は、後にまとめた著書 35）で「農業の生産

活動、環境保全活動、社会活動とそのための人間の営みに深い社会的使命を思

い、農学はそこから出発すべき」と主張する。 

そして「農学とは農業への視座を意識しているか否かにかかわる問題であ

って、基礎研究、応用研究の区別に拘る問題ではない」とし、「問題は農学を

Mission Oriented Science と考え、農業との直接間接の意味を考えたいから

である。そうであるならば、農学研究は総合ということを考えざるをえない」

と結論づけている。農学が農業の学である限り、総合化はとうぜんの方向とい

うことだろう。 
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６．おわりに－21 世紀農業の総合性、総合研究を想う－ 

三本木原の広野に研究者が集い、農業の総合追究に励んだ日から 70余年。

国際化が進む今日の日本農業では、稲作独往の時代は今や昔、稲作を支えてき

た小規模兼業農家は激減、汎用化された大区画水田に麦・飼料稲はもちろん、

大豆・露地野菜までつくられる時代がやってきた。農業生産法人や集落営農組

織など大規模経営体も増えてきている。 

いっぽうで、余り土地は要しないが、輸入資源に依存する施設園芸や舎飼

い畜産など施設型農業が増加した。生産から加工・流通をつなぐ６次産業化の

動きもめだつ。環境保全型農業への関心も高まりつつある。農業は今多様化

し、これが営まれる農村もまた、さまざまな姿をみせはじている。  

もちろんこうした農業情勢の変化に対応する技術開発も進んでいる。個々

の農家の実状に合わせて合理的な作付け計画を提供する営農計画策定支援シス

テム、リモートセンシング活用の作物生育・病虫害診断システム、分散した圃

場を管理し生産と環境保全の両立をめざす精密農業技術などなど。ここまでく

るともはや著者の学識外だが…… かつての農業研究の枠からは大きくはみ出

した｢多数部門の専門的知識を活用して｣生まれた新たな農業の総合性研究の

成果といってよいのではないだろうか。 

2005 年(平成 17年)に発効した京都議定書は、日本など先進国における温室

効果ガスの削減を強く求めている。最近のウクライナ情勢など緊迫化する国際

情勢の下で、化石燃料や飼料輸入がむずかしくなっていくことは避けられな

い。これからの日本農業の｢柱｣は好むと好まざるとに拘わらず、国内資源の

有効活用に重点を置く循環型農業に移っていくだろう。 

金沢は農学が Mission Oriented Scienceである以上、総合化はとうぜんの

方向と述べているが、これからの総合研究の責務は、地球生態系にマッチする

資源循環型農業の舵取りだろう。総合研究は、今後ますます重要性を増してい

くに違いない。 

70 有余年前、三本木原の広野で、研究者たちが立ち向かった農業の総合性

に関する研究は、こうした今日につながる研究の第 1 歩であったのである。 
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 ちなみに、三本木原営農支場長錦織英夫のその後だが。錦織は 1963 年(昭

和 38 年)に農林省を退職、日本大学農獣医学部教授となり農業概論などを教

えた。この間、日本農村生活学会会長を６年、日本拓殖学会会長として 13 年

間を農学振興に貢献している。 

1978 年に大学を退くが、退職後彼が力を注いだのが、本人も「わたしの五

十余年にわたる心の軌跡と足跡」と記す『農のこころ』の執筆である。総頁数

466。冒頭で錦織はとくに畑作農業に触れ、「水田農業と異って、その栽培作

物の種類が多く、(中略)各種作物の合理的な組み合わせの可能性も大きい」

と述べ、「固定的な水田農業と異なり、経営上むしろ進歩の可能性は大きい」

36)と強調している。 

 1989 年（昭和 64 年）、錦織は 86 歳で亡くなった。汎用化された水田に飼

料稲や露地野菜が植えられ、耕畜連携も進む今日の日本農業を、彼はどんな想

いでみているだろう。 

注 

注１）本稿では「農業の総合性」「総合研究」という用語がしばしば登場する。「総合」

とは、様々なものをひとつにまとめること。「農業の総合性」とは、変転する自然・

社会環境下の農業の現場(個人～集落)で、多様な作目、作期、栽培作業様式あるいは

養畜様式が相互に適応調和し醸成されて生まれる営農システム。作物の多い畑作の場

合は水田作に比べ、作期・耕種方式などがより多岐にわたり、総合性もより複雑にな

る。 

「総合研究」とは、「農業の総合性」の改善で生産の経営向上をめざす、研究手法

を異にする多数の研究者が社会・自然科学の別を超え共同して取り組む組織研究をい

う。 

注２）盧溝橋事件にはじまる日中戦争の勃発にともない、従来の国立北京大学など各大学

の中枢部はいずれも北京を脱出して長沙、昆明に移った。その後を受けて占領下の北

京にできたのが、ここでいう国立北京大学で、その農学部を農学院といった。院長は

東大卒の畜産学者龐敦敏、那須皓は顧問に就任した。 

注３）農村経済研究所 農学院敷地南側の別の建物にあった。錦織は 1943 年にこの農村経

済研究所副所長に就任した。 

なお、農村研究所における錦織のポストを所長とする資料（たとえば田島俊雄４））

も多いが、錦織の自著『農のこころ』の略歴では副所長となっている。 

注４）華北産業科学研究所 秋元は第２代所長。昭和 11 年に日本政府が華北に設けた農業
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関係研究機関。わが国の農事試験場に相当。品種改良、栽培飼養技術の改善、農業技

術員の養成などを行っていた。 

注５）『日本農業研究所５０年史』（1992）によると、1944,５,５～1945,６,24 の間、東

亜農業研究所経済第 1 研究室主任兼第二研究室主任として勤務。1944 年６月から農商

省米穀利用研究所委託「食糧ト飼料トノ合理的配分ニ関スル研究」に主査として従事

したとある。 

注６）『東北農業試験場研究報告』第 2 号をみると、青森県が企画した綜合冷害研究試験

所構想は昭和 1943 年 5 月には本格化しており、当初は東亜農業研究所所属とする案も

あったという。 

注７）太平洋戦争末期の 1943 年 11 月、農林省・商工省の 2 省は農商省・軍需省の 2 省に

再編されたが、1945 年の敗戦後、ふたたび農林省・商工省にもどった。 

注８）1944 年２月５日の第 84 回帝国議会貴族院予算委員会第５分科会に、石黒忠篤委員

と山崎達之輔農商大臣の間のつぎのような問答が記録されている。 

石黒忠篤君「青森県下冷害試験場ヲ建テルコトノ希望ト、資金ノ準備トガアルト云

フコトヲ申上ゲテ置キマシタガ(中略) 今日成立チカケテ居ル熱意ト資金トヲ、試験

場ノ設立ト云フコトニ具現ヲ致シマスヤウニ御盡力ヲ願ヒタイ」 

国務大臣（山崎達之輔君）「青森県ノ試験場ノ問題デアリマスガ、是モ極メテ適切

ナ御主張デアリマシテ、(中略) 何トカ一ツ工夫ヲシテ、成ルベク早ク実現ノ方法ヲ

考ヘテ貰ヒタイトイフコトヲ實ハ申シテ置イタヤウナコトデアリマス」 

注９）もちろんこの種の試験が過去になかったわけではない。『農のこころ』(80～81

頁）によると、1930 年代の後半に宇都宮高等農林学校で、磯辺秀俊教授（東京大学教

授）の指導の下、新設の総合農場（河内郡薬師寺村）で「水稲作に園芸・畜産も加え

た綜合経営に関する学理の究明」のため｢経営試験｣を行っている。直営農場 15ha に耕

種・畜産など経営方式の異なる想定農家５戸（各 1.5～3.0ha）を併置、連携化・共同

化を考慮した意欲的構想の実験であったという。 

注 10）川喜田二郎(1995)『発想法』(中公新書) 科学を｢書斎科学｣｢実験科学｣｢野外科学｣

に分け、実験科学の仮説検証に対し、野外科学の目的は仮説の発想にあると位置づけ

ている。 

注 11）国立研究機関以外では、1935 年前後に当時の大原農業研究所（現岡山大学資源植物

科学研究所）の近藤万太郎・笠原安夫が雑草について、吉岡金市が農作業合理化をめ

ざした直播研究を手がけている。 

注 12）東北農業試験場５０周年誌 OB 名簿や同農試に残された人事記録によると、山岸正

子の戸籍名は山岸マサと思われる。また『東亞農業研究所事業計画・報告・予算・決

算書 昭和 17年度～昭和 20 年度』によると、山岸正子は 1945 年３月１日～同年７月

31 日の間、在籍している。 

注 13)合関率：原著の緒言によると、橫井ははじめリービッヒの最小養分率に擬して「相

関率」と名づけようとしたが、既に使用例があることから「合関率」と名づけたとあ

る。英訳も Law of Coｍbination としている。漢和辞典によると「率」には「のり＝

律」の意味もある。今日的にいえば「相関律(法則)」の意味だろう。 
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西尾敏彦氏付記 

西尾敏彦(2019)「水稲「在来品種」考」『農業研究』第 32号 379-392頁の訂正 

 

『農業研究』第 32 号(2019)に掲載された拙稿「水稲｢在来品種｣考」380 頁

に、｢ちなみに、われわれが現在よく使う「品種」という用語は、明治 31 年

(1898)に当時の農学界の泰斗で帝国大学東大農学部教授であった横井時敬が彼

の著書『栽培汎論』(1895)で、はじめて用いた新用語である」と記したが、誤

りである。 

正しくは、明治 24 年(1891)に高等師範学校（現在の東京教育大学）教授の

大内健が『中等教育 農学通論』(博文館)に「農学上ニ品種ト称スルハ、植物

学上謂ハユル変種(ヴァライエチー)ノ更ニ変シタルモノヲ総括シテ謂フ」と

定義している。 

これが農業用語の「品種」の初出であると考えられる。深くお詫びして訂

正したい。 
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日本農業研究所研究報告『農業研究』第 35 号（2022 年）p.289～307 

 

Ｅコマースによる青果物販売事業における 

安定供給体制の成立条件１） 

 

末 永 千 絵 

(秋田県立大学生物資源科学部) 

 

目  次 

 

１．調査研究の目的 

２．調査方法の設計 

３．調査結果 

４．考察と今後の検討課題 

５．論文作成計画と調査研究結果の活用方針等 

 

１．調査研究の目的 

１）課題の背景 

オンラインを通じたモノ・サービスの取引（以下「Ｅコマース」という）

市場において、あらゆる商品が売り手と買い手の場所・時間に関わらず取引可

能になった。ここでは品質が変化しやすい青果物も売買されている。国内のＥ

コマース市場は年々拡大傾向にあり、経済産業省(2022)によると、2021 年度

の市場全体の規模は約 21 兆円となっている。Ｅコマース市場構造は、ジェト

ロ(2017)によると、Ｅコマースによる消費者への無店舗販売事業を主軸とす

る企業（以下「Ｅコマース企業」という）が台頭し、上位３社で市場全体の５

割を占めている。2010 年代半ば頃から農産物生産者のみ出品できるプラット

フォーム事業者が登場したほか、2010 年代後半に、国内外の大手Ｅコマース

企業が有機食品小売事業者を相次いで統合した２）。これらの変化から、Ｅコマ

ース向け青果物供給にかかる取引の連鎖、すなわち青果物サプライチェーンに
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関与する主体への影響が少なからず生じつつあると考えられる。 

Ｅコマースは、時間や場所の制約がないため、24 時間 365 日、全国の消費

者からの注文を受けることができる。情報量の制約もないため、店頭と比べ十

分な商品説明が可能である。そのため商品知識が必要で、消費層がマイナーな

有機・特別栽培・こだわり青果物といった、慣行栽培でない栽培方法で生産さ

れた青果物（以下「非慣行栽培青果物」という）の流通に適する可能性がある。 

しかし、Ｅコマースにおいても生産と消費の懸隔は解消しない。生産者は

全国の分散した産地にて特定品目をその土地の土壌・気象条件の下で生産する。

消費者は年間を通して、少量・多品目を頻繁に購買する性質がある。農林水産

省(2019)によると、有機野菜の購入経験を持つ消費者の７割以上が、購入頻

度が週１回以上であることから、非慣行栽培青果物全般についても、一般品目

に準じた継続的な供給対応が求められると考える。他方、カタログ配布による

会員制宅配事業と異なり、電話等での加入や休止の手続きが必要なく、必要な

時だけ購入したい消費者、広告や SNS 等を通じ関心を持った消費者によるス

ポット的な需要も取り込みうる。そのためＥコマースは、近隣の人々に店舗販

売を行うスーパーや、地域の組合員に週１回受注・配送する共同購入事業を行

う生協とは異なる性質を持ち、新たなサプライチェーンが生じている可能性が

考えられる。 

青果物、中でも野菜は卸売市場を通じた、需給調整がなされてきた。非慣

行栽培青果物の需給調整についても、生協等への青果物供給に関わってきた専

門流通事業者が担ってきた。このことから栽培方法に関わらず、Ｅコマース向

け青果物サプライチェーンにおいても、卸売事業者が需給調整において重要な

役割を果たしていると考えられる。またＥコマース企業や生産者だけでなく、

Ｅコマース市場外にて食品流通関連事業を行っていた主体の事業参入も少なか

らず見受けられる。途中から参入する場合、これまでのチャネルと両立するた

めの対応が求められる。Ｅコマースが可能となってから数多くの事業者が小売

事業に参入したものの、多くの事業者が撤退していることがわかっており３）、

事業運営に困難性があると考えられるからである。したがってＥコマース市場

に参入した事業者がＥコマース事業の運営体制を確立しうる要件を検討する必

要がある。 
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２）先行研究の整理と課題の設定 

これまでのＥコマースにかかる理論研究、特に 2000 年代前半においてはイ

ンターネットが繋がる限り、いつでもどこでも売買できるという特性から、理

論的には生産と消費を直接結び付ける、又は新たな仲介者が介在することで、

流通段階が省略される可能性が国内外で論じられてきた。河野（2004）、鍋田

（2007）の研究においては、Ｅコマースによる中間流通段階省略の可能性が

指摘されている。孔(2018)は、Ｅコマース事業主体について卸売商・小売商

の存立に関する国内外の議論を整理し、いずれも省略されるとする中間業者排

除論、ネット通信販売は既存の小売業を補うとする補完論、小売商に位置する

新たな仲介者が介在するという新業態論に整理した。このうち、Ｅコマース市

場において生産者と消費者の間に介在する新たな仲介者について、田家

(2021)は、Belleflame and Peitz(2010)の議論を紹介し、仲介者の機能はデ

ィーラー・プラットフォーマー・情報仲介者・第三者保証機関であること、仲

介者は本質的に商品の再販売購入を行うディーラー、または売り手と買い手の

相互作用ができるプラットフォームを提供するプラットフォーマーとして役割

を持つと整理し、中間業者の機能別の介在にかかる理論的根拠を示した。さら

に、需給接合機能がディーラーの機能、情報の集約機能をプラットフォーマー

の機能と整理し、両者の違いを示した。 

Ｅコマース向けの農産物サプライチェーンに関する実証分析においても、

上記の性質から、生産者の消費者への直接販売について、斎藤・平泉(2003)、

伊藤(2018)などの多くの研究者によって分析がなされてきた。 

消費者の農産物購入にかかるＥコマース利用についても数多くの研究蓄積

があり、伊藤(2015)、竹崎ら(2014)、平泉・斎藤(2019)などにより、実店舗

との使い分けやＥコマース事業者間の使い分けなどについて分析がなされてき

た。 

消費者研究では、中間業者が介在するチャネルも含め分析がなされている

ものの、供給側の研究に関しては、生産者の直接販売を除き、研究蓄積は乏し

い。しかしながら、24 時間全国から注文可能で、日時指定可能なＥコマース

の性質に対し、中間業者である卸売事業者・小売事業者それぞれが、安定的な

青果物の供給体制の構築に関わっていると推定される。 
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末永はＥコマース向け青果物サプライチェーンにおいて中間業者が介在す

る場合の分析を行い、以下の点を明らかにしてきた。①Ｅコマース企業の主な

調達先は、専門流通事業者である、②Ｅコマースは流通の間接性に関わらず、

生産者価格は変動しない一方、流通の間接性が高まるほど、すなわち、生産者

と消費者の間に物流機能を持つ小売事業者や卸売事業者が介在するにつれ、生

産者側の数量決定にかかる取引条件が、大幅に緩和される、③Ｅコマース企業

と生産者の間には、専門流通事業者が複数介在する多段階流通が生じ、役割分

担がなされるということである。だが、Ｅコマースの特有の性質に対する卸売

事業者による多段階取引を通じた、流通の懸隔の調整（垂直的調整）対応は、

解明されていない。さらに、小売事業者については、参入後、短期間での事業

撤退が相次いでおり、継続の困難性が考えられる。そのため事業を継続するた

めの運営体制の構築、特に物流も担う事業者の撤退が多いことから、安定的な

商品調達のための取り組みが求められると考えられるが未解明である。 

本研究では、卸売事業者及び小売事業者の分析を通じ、Ｅコマースによる

青果物販売事業における安定供給体制の成立条件４）を明らかにすることを課

題にする。課題を明らかにするために、まず卸売事業者における多段階取引を

通じた需給調整問題への対応を分析する。次に小売事業者における継続的な運

営体制を明らかにする。最後に結論を述べる。 

２．調査方法の設計 

１）調査対象の選定・調査方法 

(1)専門流通事業者 

国内のＥコマース市場全体の約２割のシェアを持つＥコマース企業Ａ社

（ジェトロ (2017)）を介した消費者向け青果物販売に関し、取引関係が判明

した専門流通事業者М社・Ｎ社に電話にて聞き取り調査を実施した。著者のこ

れまでの研究より、専門流通事業者がＥコマース企業の主な調達先で、事例以

外の専門流通事業者からの聞き取り調査においても、専門流通事業者間取引が

なされていることを確認しており、事例は一般性を持つと考えられる。 
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（2）Ｅコマース事業者 

著者が 2013 年頃からインターネット検索や日経データベース等により取り

組みを把握してきた自ら運営する HP を通じ、無店舗にて青果物を販売するＥ

コマース事業者(生産者が運営主体のものを除く)のうち、５年以上事業を継

続することが確認できた事業者に依頼し、協力を得た３事業者（Ｐ、Ｑ、Ｒ）

にオンラインにて聞き取り調査を実施した。継続年数より、継続的な運営体制

が一定程度確立されていると考えられ、これらの事業者の分析による課題への

接近は可能と考える。 

 

２）調査方法と調査事項 

 対面のインタビュー調査を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影

響により、電話又は ZOOM によるインタビュー調査にて実施した。当日中に回

答が困難な事項に関する回答のやり取りおよび、補足調査はメールにて行った。 

主な調査項目はそれぞれ以下の通りである。 

 

（1）専門流通事業者 

・企業概要 

・取扱商品・調達先 

・Ｅコマース向け青果物取引の方法 

・需給調整対応 

（2）Ｅコマース事業者 

・企業概要 

・Ｅコマースチャネル導入の経緯 

・取扱商品及び調達先の確保方法 

・運営体制 
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３. 調査結果 

１）専門流通事業者のサプライチェーンにおける垂直的調整 

(1)専門流通事業者の機能 

 Ｅコマース企業に非慣行栽培青果物を供給する主体は、生産者・生産者グル

ープ・専門流通事業者に分けられる。専門流通事業者は、農協や卸売市場では

取り扱っていない有機・特別栽培農産物や加工品を専門的に取り扱う流通主体

で、1970 年代後半頃から設立されたことが確認されている(末永(2018))。専

門流通事業者は、生産者・生産者組織と比べ品揃えが豊富で、供給可能な期間

が長い。そして取引量が生産者グループより大きいだけでなく、少量から大量

まで対応が可能で、複数の産地を持つことで代品手配が可能なため、欠品リス

クが生産者グループより低い。さらに生産者との連絡調整や品質管理、栽培履

歴の管理も担う。よって調達側であるＥコマース企業にとって、専門流通事業

者は、必要な時に必要な量だけ、青果物を供給できる機能を持つといえる。 

末永(2018)によると、専門流通事業者は 40～130 品目と多品目を扱い、年

間を通して供給可能な「得意品目」を有している。 

（2）事例概要と品揃えの変化 

 事例として分析するＡ社・М社・Ｎ社の位置関係を図１に示す。仲介者の区

分については、Ａ社はプラットフォーマー、М 社とＮ社はディーラーに該当

する。商流では消費者に近い順にＥコマース企業Ａ社、専門流通事業者М社、

Ｎ社の３社が介在する一方、物流ではＮ社から消費者へ配送されている。当該

取引にてМ社・Ｎ社の位置の入れ替わりはない。３社は互いに資本関係になく

独立している。 

Ｅコマース企業Ａ社は 1997 年に消費者向けＥコマース事業を主事業として

創業し、あらゆる商品を約 2.7 億点扱う。青果物の取り扱いは 2019 年 12 月

時点で約 55,000点と膨大な商品数を有する。 

表１は専門流通事業者М社・Ｎ社の概要である。いずれも愛知県に立地し、

Ｍ社とＮ社のＥコマース向けの取引は、2012 年から開始した。いずれも主事

業は青果物卸売事業で、Ｅコマース向けは約３～10％である。 
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М社は事業全体では野菜を中心に取り扱うが、Ｅコマース開始を契機に果

実、米や加工品の取り扱いを開始した。Ｍ社が扱う商品全体では特別栽培が中

心だが、Ｅコマース向けの野菜は、有機栽培の割合が約９割と極めて高く、ほ

とんどをＮ社から調達する。Ｎ社の取扱商品は野菜が中心で、その約９割が有

機栽培である。Ｅコマース向けは有機栽培のみで、果実はほとんど販売してい

ない。Ｎ社の有機栽培の野菜は有機 JAS 認証を取得している。 

Ａ社、М社、Ｎ社の品揃えを比較すると、Ａ社は食品ほか雑貨、家電、フ

ァッションなどあらゆる商品を扱う。М社は非慣行栽培青果物の他、米や無添

加食品など、いわゆる自然食品店に類似した品揃えを持つ。Ｎ社は有機野菜を

扱う。専門流通事業者の品揃えの違いに着目し、М社を自然食品専門流通事業

者、Ｎ社を有機専門流通事業者と分類する。 

プラットフォーマーであるＥコマース企業Ａ社は億単位の品揃えを有し、

4,500 万人５）と非常に多くの利用者を確保する。Ａ社は受注・決済情報管理、

取引先に対し商品ページへの訪問・閲覧状況や、購入情報などのデータ提供に

よる販促支援、出品事業者・出荷元の審査、商品不備・不着や音信不通等のト 

図１ Ａ社・Ｍ社・Ｎ社の位置関係と受注から配送の流れ 

資料：М社・Ｎ社聞き取りより作成。 

注 ：１）消費者の支払手段は、クレジット決済・コンビニ支払・代金引換・振込等があ

り、消費者の選択により決済時期は異なるが、М社からの聞き取りによると注

文時になされるクレジット決済が一般的に用いられている。 

   ２）丸数字は時間的な流れを表す。同じ番号は専門流通事業者にて同時になされる

と認識している場合である。 
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ラブル発生時の仲裁や補償を引き受ける取引リスク緩和６）を担う一方、出店

料及び販売高に応じた手数料を徴収する。商品価格や調達には関与しない。Ａ

社に直接青果物を供給する生産者の割合は５%未満で、何らかの流通事業者が

介在しており（末永(2019)）、Ａ社の青果物の品揃えは М 社等、生産者以外

により形成されているといえる。数量は消費者が注文を確定する都度、Ａ社を

通じ連絡が来るとМ社は認識していることから、Ａ社は消費者の注文を集中さ

せるが、数量調整はМ社以降でなされるといえる。 

以後、消費者からの注文確定後の調整過程をみる。 

(3)青果物受注の性質と専門流通事業者による垂直的調整 

①自然食品専門流通事業者М社 

 自然食品専門流通事業者М社は、Ａ社を通じて 24 時間 365 日 Web またはア

プリから１日あたり５～30 件受注し、問い合わせに対しても毎日対応する。

受注件数と受注アイテム数は、個々の消費者の希望に応じ日々変動している。

М社は受注すると、野菜については主に有機専門流通事業者Ｎ社から調達する。

発注は自然食品専門流通事業者 М 社の休業日を除き週６回、取引開始時に決

定した固定価格で発注している。発注手段は FAX を用いる。発注手段を調達

先にとって一般的な手段７）に統一することで受注負荷を緩和するといえる。 

 

表１ 専門流通事業者М社・Ｎ社の概要 

資料：Ｍ社・Ｎ社聞き取りより作成。 

注 ：Ｅコマースの割合は金額ベースである。 
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②有機専門流通事業者Ｎ社 

有機専門流通事業者Ｎ社におけるＥコマース企業Ａ社・スーパー・生協各

１事業者の特定の有機野菜１品目に関する同時期の受注実績を比較する。図２

で示す通りＥコマース向けはほぼ毎日受注し、週１回定期的に受注する生協・

スーパーより受注頻度は高い。Ｅコマース向けの出荷頻度は週５～６回で、週

３～４回の生協・スーパーと比べ高い。納期についてスーパー・生協は、受注

日から７～13 日後であるのに対し、Ｅコマースは１件ごとに２～７日後で短

期・不定である。このように、受注・出荷頻度が高く、受注から出荷までの間

隔が短期かつ不定という特徴は、日々の受注に対し、生協のように週単位のリ

ードタイムの調整が困難であることを意味し、Ｅコマース向けの取引はスーパ

ーや生協との取引と比べ、不安定性を有するといえる。なお、当該期間中の有

機専門流通事業者Ｎ社の卸売価格は、作付前に決定した価格で自然食品専門流

通事業者 М 社も変更していない。そのため、Ｅコマース向け取引の不安定性

は消費者の個々のニーズに左右されるというＥコマース特有の不安定性に由来

する面が大きいと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 有機専門流通事業者Ｎ社におけるＥコマース向け有機野菜１品目の 

受注実績と市場価格(１か月分) 

資料：Ｎ社提供資料より作成。 

注 ：１）Ｌ社はＭ社のような専門流通事業者である。 

   ２）当該期間中、Ｍ・Ｎ社ともに販売価格は一定である。 
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有機専門流通事業者Ｎ社は、自然食品専門流通事業者 М 社からのＥコマー

ス関連の受注に対し、単品目および消費者が任意の品目を選択できる野菜セッ

トを消費者の到着希望日と配送地域に応じ、１件ごとに出荷対応を行っている。 

集荷について、有機専門流通事業者Ｎ社は北海道の販売会社８）に根菜類を

発注する場合、発注頻度は週１回である。スーパー等、他の取引先からの受注

と合わせコンテナ便を使い５トン単位で発注する９）。納品頻度も週１回で、冷

蔵倉庫で保管した商品をＥコマース向けに出荷している。葉物類はスーパーや

生協向けの受注をとりまとめ、近畿の農業法人に週１回発注する。日持ちしな

いため在庫を持たず、納品頻度は週６回である。Ｅコマース向けの発注のタイ

ミングは、週間発注前後で異なる。週間発注日の前日に葉物野菜を１受注した

とすると、Ｎ社は週間発注分に１追加し発注する。週間発注後、Ｅコマース関

連で受注した場合、Ｎ社は消費者向けの出荷予定日を納品日に指定し追加発注

する。発注頻度が増加するが、他の販路向けと同梱することで売上増・配送コ

ストの節約が可能となることがわかった。 

 

２）小売事業者のＥコマース事業の継続的な運営体制 

 前節ではＥコマースが 24 時間 365 日受注し、納品日が不定という不安定な

性質に対する多段階取引を通じた需給調整対応について、卸売事業者である専

門流通事業者の受発注及び集出荷対応に着目して明らかにした。本節では小売

事業者であるＥコマース事業者の継続的な運営体制、特に前節で明らかにした

Ｅコマースの不安定な性質に対する小売事業者側の調達対応を重点的に明らか

にする。 

(1)事業者の概要と流通機能 

 事例概要を表２に示す。Ｐは生活協同組合で東京に拠点を置く。事業構成は、

カタログを配布して週に１回、生協側が決めた曜日・時間帯に配送する定期宅

配事業が 99％、Ｅコマース事業が１％である。Ｑは株式会社で愛知県に拠点

を置く。事業構成は、Ｅコマース事業が 58％、先述したＥコマース企業Ａ社

向けのモール事業が７％、卸売事業が 35％である。Ｒは株式会社で東京都に

拠点を置く。事業構成はＥコマース事業がほぼ 100％となっている。 
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Ｅコマース事業開始経緯について、Ｐは定期宅配を利用できない組合員か

らのニーズがあったため、2014 年から連合会の取り組みとしてではなく、Ｐ

独自の取り組みとして開始した。Ｑは有機野菜の卸売事業を中心としながら、

近隣地域の消費者にカタログを配布し、自ら配送を行う消費者宅配事業を開始

したが、利用者の伸び悩みと配送業務の負担の問題から、2003 年から全国販

売可能で配送を委託するＥコマース事業に転換した。 

Ｒは食の作り手である生産者を特集した情報誌と、特集した生産者の収穫

物を付録として送付する付録付き情報誌の制作を行ってきた。全国に展開して

いたが、毎月特集可能な生産者と付録として供給可能な生産物の量に限度があ

るため、2014 年からＥコマース事業を開始した。いずれも開始の経緯は、既

存事業では商圏・品揃え・利用者層などの制約があるため、Ｅコマース事業を

開始したといえる。 

各社の流通機能を表３に示す。Ｐ・Ｑ・Ｒいずれも自らが運営するウェブ

サイトの管理を共通して担っている。それ以外の業務について、Ｐはグループ

会社及び上部組織で業務分担しており、Ｐは受注管理および出荷業務を担って

いる。Ｑはウェブサイトの構築・配送業務を除き自社で担う。Ｒは生産者の募

集・審査、取引の仲介、ウェブサイトの運営を担い、商流・情報流に特化して

表２ 事例概要 

資料：聞き取りより著者作成。 

注  ：１)Ｑは自社が運営するウェブサイトだけでなく、Ｅコマース企業を 

      通じた販売も行っており分けて記載した。 

２)事業構成は金額ベースである。 
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いる。いずれもこれまでの事業との関連から機能が決定されている。なお、仲

介者の区分においては、Ｐ・Ｑは既存事業・Ｅコマース事業いずれもディーラ

ーだが、Ｒは情報仲介者からプラットフォーマーに転じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)各事業者の運営体制 

つづいてＥコマース事業の運営体制について、品揃えと価格、受発注体制

の面から整理する。特に前節で明らかにしたＥコマースのスポット的な特性に

伴う各事業者の対応を中心に整理する。 

① 定期宅配事業者Ｐ 

Ｐの品揃えは産直３原則に加えて、環境保全型農業を推進していることを

調達方針としている。アイテム数はカタログが 2,000、Ｅコマースが 1,500 で

ある。定期宅配では日用品も扱うが、Ｅコマース事業においては生鮮、加工食

品に絞られている。 

Ｅコマース向けの販売価格は、後で述べる事業の性質の違いに伴い発生す

る運営コストを吸収するため、定期宅配価格に４％加えた価格設定をしている。

配送費についても地域一律だが、Ｅコマースについては、日時指定対応に伴う

配送センターの運営コストを吸収するため、定期宅配より３割程度高く設定し

表３ 各事業者の流通機能の比較 

資料：聞き取り及び HP より著者作成。 

注  :１)Ｐ連合会子会社が担う業務について、ウェブサイト 

    構築と配送業務は異なる子会社が行っている。 

   ２)Ｒと宅配業者は提携しており、注文が確定すると宅 

    配業者にも注文情報が伝達され、宅配業者が生産者 

    に伝票を届ける仕組みを持つ。 
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ている。他方、購入金額が一定金額を超えると無料にすることでまとめ買いを

促している。 

Ｐの事業は定期宅配事業とＥコマース事業に分類されるが、会員区分はカ

タログ会員、アプリ会員、Ｅコマース会員の３つの類型があり、カタログ会員

とアプリ会員は定期宅配事業に含まれている。カタログ会員は週１回カタロ

グ・商品を配布する会員である。会員数は 28 万人おり、約９割が毎週注文す

る。アプリ会員は、必要な時にアプリで注文し、Ｐが決めた配送曜日と時間帯

に配送を行う会員である。会員数は６～７万人おり、約２割が注文する。Ｅコ

マースの会員は、必要時にアプリで注文し、配送日と時間帯を指定できる会員

である。会員数は２万人おり、約１割が注文する。よって注文・配送の自由度

が高まるほど、会員の注文割合は減少し、カタログ、アプリ、Ｅコマースの会

員の順にスポット的な性質を帯びる。これらの注文に対し、配送曜日をＰが決

める定期宅配事業については、配送日の６日前に週５回注文を締めた後に連合

会に発注し、週５回配送する。配送日を会員が決めるＥコマース会員について

は配送日の３～６日前に週３回注文を締めた後に発注し、週５回配送する。Ｅ

コマース事業分の発注は定期宅配事業とは別になされる。発注先はいずれもＰ

の連合会である。調達価格は同じだが、発注を別でとりまとめることにかかる

人件費や、定期宅配事業向けの物流とは別に、宅配便を使用する場合に発生す

る配送コストについては、商品価格に反映することで対応している。これまで

Ｐ側では定期宅配事業と両立可能な範囲で利用上限を設定し、新規受付を制限

していた。その後、2022 年４月より到着日は最短でも６日後と遅くなるが、

調達スケジュールを定期宅配事業の発注スケジュールと揃えることで、新規受

付を再開、受付枠を拡大した。受発注スケジュールを再調整することでＥコマ

ースのスポット性がさらに緩和されるため、チャネルの拡大が可能になったと

考えられる。 

以上より、Ｐはこれまでの定期宅配の品揃えをベースに、追加の運営コス

トを価格に反映させながら、定期宅配と揃えた調達体制を構築することで、Ｅ

コマース事業のスポット性を吸収し対応していることがわかった。 

② 専門流通事業者Ｑ 

品揃えの方針は有機 JAS 認証を取得していること、畜産物についてはアニ
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マルウェルフェアに配慮していることが確認できることである。アイテム数は

約 800 あり、青果物・米・畜産物を扱うが、販売高の比率は野菜が８割、果

実が 1 割と元々の卸売事業で扱ってきた青果物が中心である。 

価格について、卸売事業とＥコマース事業の販売単価は事業の性質から別

途設定する。果実の長期保管に伴う値上げを除き、原則年間を通して定価で販

売している。配送料は地域別に設定し、消費者が負担する。購入金額が一定金

額を超えると配送料の割引を行っている。 

ＱのＥコマース事業の会員は消費者の希望日・頻度にて購入する定期会員

と、１回限りの購入をするスポット会員がおり、比率は半々だが、消費者それ

ぞれの配送希望日に対応するため、受注はスポット的な性質を持つ。Ｅコマー

ス事業で受け付けた注文は、卸売事業分とまとめて週２回ＦＡＸで発注する。

発注先は生産者・生産者グループ・専門流通事業者である。卸売事業の発注ス

ケジュールを揃えることで、Ｅコマースのスポット性を吸収しているといえる。

卸売事業、Ｅコマース併せて調達するため、同一調達先からの調達価格は同じ

である。出荷は自社で冷蔵保管している商品は最短翌日に出荷する。それ以外

の商品は注文後に発注するため、４～７日後、会員の地域に応じた出荷日の調

整を行いながら納品する。 

以上より、Ｑはこれまでの卸売事業で専門的に取り扱ってきた有機青果物

を中心に、Ｅコマース事業を卸売事業の発注スケジュールと揃えた調達および

Ｑが一時保管することで、Ｅコマースのスポット性を吸収し対応していること

がわかった。 

③ 情報誌制作事業者Ｒ 

Ｒの品揃えの方針は、生産者からの調達であることである。農協や、卸売

事業者、小売事業者といった「仲介者」は出品できない。青果物流通はあらゆ

る品目の年間供給が一般的な課題となるが、地理的な制約がないため、5,000

人を超える全国の生産者が銘々に出品することで、市場調達をしなくても年間

供給ができている。品目は農畜水産物・加工食品のほか花きや観葉植物も扱い、

アイテム数は約 13,000 である。販売高の８割を青果物と水産物が占める。 

価格について、Ｒは生産者の価格決定に関与せず、生産者が決定する。送

料は生産者からＲを経由せず消費者に配送されるため、生産者と消費者の地域
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に応じた送料が設定される。送料は、商品価格とは別に消費者が負担する。送

料については、Ｒが宅配業者と包括契約していることで、個々の生産者が個人

契約の運賃体系で配送するより安く配送できる。また、伝票発行システムによ

り、伝票の発行・配達は宅配業者が担うため、生産者はこれらの業務が不要と

なる。したがってＲが介在することで、出荷業務の低減・配送費用の節約が可

能といえる。 

受発注の仕組みについて、消費者からの注文が確定すると、同時に生産者

及び宅配業者に発注情報が流れる。消費者からの注文は、都度注文及び消費者

側が自由に開始・停止できる拘束性がない定期注文を含めて、スポット的であ

る。商品はＲを経由せず生産者から発送されるが、納期は受注翌日から 16 日

後の間で生産者が設定するほか、収穫後発送などのように消費者の希望を受け

付けないことも可能である。Ｒの情報誌における納期が注文確定から２～３週

間後であるのに対して、短期かつ不定であるが、生産者側に裁量を持たせたル

ールを策定することにより需要のスポット性を吸収しているといえる。また運

営にあたり、Ｒは登録や月額の出店料等は徴収せず、総売上の 15％と伝票発

行システム費用を徴収する。自社サイトやインターネットモールと異なり初期

費用や月額の固定費がかからず、生産者にとって参加しやすい仕組みといえる。 

以上よりＲは調達先を生産者に限定し、宅配業者との連携による出荷業務

の軽減・物流コストの節約、月額の固定費がかからないなど生産者が参入しや

すい仕組みを構築している。Ｅコマースの需要のスポット性に対しては、生産

者に裁量を持たせ、消費者が許容する取引ルールとすることで、対応している

ことがわかった。 

４．考察と今後の検討課題 

Ｅコマースは、理論上生産者と消費者を直接的に結びつけると考えられて

きた。しかし、専門流通事業者の分析より、Ｅコマースは供給側にとってスー

パーや生協向けと異なる受注手段で、受注頻度が高く、納品期日が不定という

不安定な性質があることがわかった。そのため専門流通事業者が生産者とＥコ

マース企業の間に複数介在し、多段階を通じた受発注システム及び弾力的な集
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出荷システムを構築することで、需要と供給のずれを調整し、取引の安定化・

効率化を図りながら品揃えを確保していることがわかった。 

Ｅコマース事業者の分析では以下の２点がわかった。①ディーラーである

定期宅配事業者と専門流通事業者は、Ｅコマースの需要のスポット的な性質に

対し、本業の販売チャネルと合わせた調達体制を構築することで、不安定性を

吸収している、②プラットフォーマーである情報誌制作事業者は、生産者の直

接販売より出荷・販売負担が低く参入しやすい仕組みにより調達先の生産者を

確保し、供給サイドの不安定性に対しては、生産者の裁量が大きく認められた

取引を消費者が許容する仕組みの策定により対応していることがわかった。 

以上の調査結果より、Ｅコマースによる青果物販売事業における安定供給

体制を成立させるためには、青果物生産及び、Ｅコマース特有の需要の不安定

性に由来する数量の不安定性への対応が必要である。これらの不安定性に対し、

Ｅコマース事業者側又は専門流通事業者等、ディーラーの役割を持つ中間業者

が、一時保管を行うこと、発注手段を統一すること、既存チャネルと合わせた

集出荷体制を構築することが対応策と考えられる。ディーラーが省略され、プ

ラットフォーマーのみ介在する場合は、生産者側に継続可能な価格や配送日決

定にかかる裁量を持たせた取引ルールとすることが要件と考えられる。 

今回の分析では、非慣行栽培青果物を専門的に取り扱う卸売事業者である

専門流通事業者の事例が多く含まれるが、非慣行栽培の青果物に限られず、一

般的な農産物の供給においても、生産・消費の零細性・分散性およびＥコマー

スの受注の不安定性は共通することから、これらの商品の需給調整機能を持つ

専門流通事業者などの中間業者の介在が必要と考えられる。農産物の品目別の

Ｅコマース市場向けのサプライチェーンの構造、専門流通事業者以外のディー

ラーの役割を持つ中間業者の取り組みについては今後の検討課題としたい。 

注 

１）本論文の研究の背景及び調査結果の１）については、末永千絵(2022a)「インターネッ

トを利用した農産物流通」（木立真直・坂爪浩史編著『食料･農産物の市場と流通』、筑波

書房、所収）に加筆を行った上で引用している。 

２）Ｅコマース企業各社のプレスリリースや、中島(2017)、首藤(2018)などで言及されて
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いる。 

３）末永(2022b)より。 

４）本報告は、公益財団法人日本農業研究所 令和２年度人文・社会科学系若手研究者助

成事業において、研究課題名「Ｅコマース企業の青果物販売事業における安定供給体制

の成立条件」として助成を受けたものである。しかし、その後の調査・研究成果を踏ま

えて、本報告書では「Ｅコマースによる青果物販売事業における安定供給体制の成立条

件」とタイトルを修正した。 

５）日本経済新聞社（2019 年 12 月８日）より。 

６）Ｅコマース企業Ａ社の HP より。 

７）専門流通事業者М社・Ｎ社からの聞き取りより。 

８）北海道内の有機野菜生産者約 10 名で構成され、代表生産者の農場に本社を置き、道内

２か所に選果場を有する広域の販売会社である。法人に生産機能はない。供給主体とし

ての機能は生産者グループと専門流通事業者の中間に位置すると考える。 

９）当該販売会社が、鉄道コンテナ便が利用できる５トン単位での発注を要請しているた

めである。５トンに満たない単位で調達する必要が生じた場合、専門流通事業者Ｎ社は

北海道に拠点を置く専門流通事業者から調達する。 
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１．はじめに 

TPP11 や日米自由貿易協定などの発効により関税が段階的に引き下げられる

中で、農畜産物への影響が懸念されている。一方で農林水産省の輸出重点品目

として輸出拡大が期待されている農畜産物もあり、その１つが和牛肉である。

農林水産省（2022）によると牛肉の輸出額は 2011 年に約 35 億円であったが、

－ 309 －



 

2021 年には約 537 億円と大幅に増加してきた。そのほとんどは和牛肉とみられ

る（日経新聞 2022 年３月５日付け朝刊）。うち８割がアジア向けであり、カン

ボジア1）、香港、台湾が輸出額全体の６割を占める。政府は 2030 年に牛肉輸出

額を 3600 億円とすることを目標としており、現在は輸入を規制している中国や

韓国に対して輸入解禁の要請・協議を行っている。 

更なる輸出への期待が高まる一方で、肉専用種の生産状況を畜産統計で見る

と 2010 年に約 74,400 戸あった生産農家数が 2020 年には約 43,900 戸と約 41％

減少している。同じ期間に、肉用牛生産の基盤である子取り用めす牛の飼養農

家（以下、「繁殖農家」という）の数は、約 63,900 戸から 38,600 戸へと約 40％

減少している。こうした傾向に歯止めをかけ、国内の肉牛生産や輸出を拡大し

ていくためには繁殖農家数とその１戸当たりの飼養規模のさらなる拡大が必要

である。そのためには繁殖農家の収益性が改善することが前提となる。そのカ

ギを握るのが和牛の血統の選択である2）。 

繁殖生産の流れを時間的に説明すると、飼養する繁殖雌牛を所与として種付

けから分娩までに約 10 ヶ月、分娩から出荷までに８～10 ヶ月である。つまり

種付けを行ってから出荷までは約２年かかる。その間の繁殖農家は分娩までの

母牛の飼養管理と分娩から出荷までの子牛の飼養管理を行うが、正常分娩とな

るか、子牛が健全に育つかは交配の際の血統選択にも影響される。また、なに

より、出荷される子牛の価格が血統に左右されるため、血統交配が繁殖経営に

重要な意味を持っている。 

血統選択という点では、毎回の種付けに先行して、基礎的な経営資源である

子取り用雌牛経営の導入の際、その選択が行われている。経営の基盤である雌

牛の血統によっても、毎回の種付けの際の血統の選択が影響される。雌牛導入

の際血統の選択を行い、次にそれを所与として種付けの際血統の選択が行われ

るので、本来は、これら二つのステージに応じてそれぞれ検討した上で関連付

けを行い、どのように最適な選択が行われているか検討するというアプローチ

を行うことが考えられる。しかし本調査研究の関心は生産者がどこから、どの

ような情報を得て、それを基に、経営にとって最適な選択をどのように行って

いるかである。そのため、導入と種付けは局面が違うものの生産者にとって血

統選択において共通する面が多いと推測され、生産者が経営判断として直面す
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る頻度が圧倒的に多く、それ故その選択が経営に及ぼす影響が大きく、情報量

も多い交配時の選択、即ち第２ステージの選択に焦点を当て調査研究を行った。 

 繁殖農家経営についての既存の研究を見ると、生産コストの削減については

千田（2016）が放牧方式との収益性の違いを、また、平児ら（2005）や千田ら

（2008）が粗飼料利用の繁殖農家の評価を、それぞれ検証している。販売収入

に関係する研究については、久保田・上原（1999）、広岡（2000）、宮路（2002）、

井上ほか（2022）などがあり、和牛子牛市場での子牛価格の決定要因が、日齢、

体重、母牛得点、雌・去勢、血統などであることを明らかにしている。また、

繁殖農家の意思決定について分析した研究としては、門間（1984）による和牛・

乳用種の飼養頭数の決定要因の分析や、阪本ら（2010）による子牛価格の不確

実性が繁殖雌牛飼養頭数の決定に与える影響の実証的分析がある。しかしなが

ら、繁殖農家の血統選択の意思決定については、繁殖農家の経営において重要

な要因であるにも関わらず、それに言及している研究は見あたらない。 

そこで、本研究では規模の大きい繁殖農家はいかにして血統選択の意思決定

をしているか、どのような情報を誰（何）から収集しているのか、その経営戦

略はどういうものかといった点を、２つの和牛地帯の繁殖農家からの聞き取り

調査から明らかにする。 

以下、第２節で、和牛生産における血統の重要性を和牛改良の変遷の整理と

血統と子牛価格の関係から検討する。第３節で、分析の素材を提供する調査の

設計と方法について述べ、第４節で、調査結果の整理・分析から繁殖農家が種

付け時に考慮する血統選択に関する情報やその情報源を検証する。第５節で、

他の繁殖農家と異なる血統選択の意思決定を行っていた繁殖農家の経営戦略に

ついて検討する。第６節で、しめくくる。 

２．和牛生産における血統の重要性について 

１）血統と和牛改良について 

血統選択の議論に入る前に、血統を生み出してきた和牛改良について整理し

ておく。和牛は江戸時代から、兵庫県但馬地域や岡山県神郷町などの中国地方

を中心に、荷の運搬や田畑の耕作に適した能力を有する役牛とするために血統
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交配によって改良されてきた（榎：2008）。明治期には、小柄な在来種の体格の

向上などを目的としてショートホーン種などの外国種との交配による改良が推

進された。しかしながら、その弊害として、役用牛としての飼養適正の低下や

外貌の不均一化が進んだ。この問題を受け、大正期には広島、兵庫、岡山、島

根、鳥取の中国地方５県を中心にそれぞれの県が標準型体系を定め、閉鎖育種

の中で血統の選抜淘汰を繰り返すことで遺伝的に均質性を高め、より明確な遺

伝的な特徴を備えた和牛を造成するようになった。1944 年には毛色が黒で有角

という外貌と、体型の特徴が揃った和牛の集団を黒毛和種と定めた。1950 年に

は家畜改良と増殖を計画的に行うことを目的として家畜改良増殖法が制定され、

和牛の登録機関として全国和牛登録協会が設立された。同協会が各産地の登

録・改良制度を全国一律の登録制度として統合したことで、全国の和牛（血統）

の育種改良がより効率的に進展した。 

1960 年代になると耕運機や化学肥料の普及によって和牛の役用牛としての

需要が低下し、一方で若齢肥育技術が発達したことで和牛は肉専用種に転換す

る。そして肉専用種として肉量を重視するような血統改良が行われるようにな

る。1965 年には家畜改良事業団が設立され、凍結精液の活用が一般化したこと

で優良血統が広域に流通できる体制が整った。さらに家畜改良事業団が主体と

なって 1980 年に実施した全国の和牛改良の平準化事業により、各地域の優良血

統が全国に供用・交配されるようになった（廣濱：2017）。これにより中国地方

５県は肉質や増体系に特化したような基幹的な系統を造成する産地となり、一

方で北海道、東北、九州などの後進的な産地は基幹的な系統を交配することに

よってより優れた形質を持つ肥育素牛の産地として確立していった（石川：

2002）。このように以前はどちらかといえば肉量の増加を重視した血統交配がな

されてきたが、1991 年の牛肉の輸入自由化に伴い、輸入牛肉との差別化のため

に肉質をより重視した血統改良にシフトするようになり、産地形成においても

血統がより重要なものになった（柳：2001）。 

 

２）血統と子牛価格の関係について 

 １）で示したように継続的な和牛改良（血統改良）によって供用される優良

な血統は増え、著者の調べでは全国の和牛子牛市場で取引されている子牛の血
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統は 2020 年時点で約 280 ある3）。それらの血統を父方に辿った基幹の種雄牛の

血統である系によって大別すると、田尻系（肉質）、気高系（増体）、藤良系（質

量兼備）に分類することができる4）（宮下：2013）。血統にはそれぞれ肉質や増

体に優れているなどの特徴があるため、どの血統を交配するかによって子牛の

産肉能力は大きく変わる（小野：2017）。そしてどの血統を交配するかは繁殖農

家に意思決定権があり、その結果は和牛子牛市場に出荷し購買者に競られるこ

とで付く子牛価格（販売収入）に現れる。 

和牛子牛市場におけるセリのシステムは、競り上げ方式のイングリッシュ

オークションが採用されており、購買者には事前に子牛の情報が記載されたセ

リ名簿が配布される点に特徴がある。セリ名簿には各子牛の名号、性別、生年

月日、日齢、体重、血統（３～４代祖）、母牛名、母牛得点、生産者名などが主

に記載されている。さらに購買者はセリ開催日には実際に子牛の状態を目視で

確認することができ、セリ直前には子牛の体重を知ることができる。セリは全

ての購買者と繁殖農家に公開されており、購買者が押しボタンで競り上げてい

る価格が電光掲示板にリアルタイムで表示される。そして落札者決定後は落札

価格と落札者番号（購買者）が表示される。このように和牛子牛市場は繁殖農

家と購買者の間で情報がほぼ対称であり、しかも、出荷者と購買者を知ること

ができる市場である5）。 

 和牛子牛市場と血統の関係について分析した研究は久保田・上原（1999）、広

岡（2000）、宮路（2002）などがあり、最近では著者自身が全農いわて中央家畜

市場を対象に重回帰分析を行い、体重、日齢、母牛得点、雌・去勢などと並ん

で血統の違いが子牛価格に有意な影響を与えることを示している（井上ほか：

2022）。そこで本稿においても念のため、後述の調査対象としている山口中央家

畜市場の 2019 年１月～12 月までのセリ取引データ（ｎ＝2181）を用いて同様

の結果が出るか確認した。分析方法は同じく重回帰分析であり、被説明変数は

子牛価格、説明変数は日齢、体重、去勢ダミー、月ダミー、そして血統の変数

として安福久の１代祖（n=23）、２代祖（n=291）、３代祖（n=133）のダミーと

した。月ダミーは月ごとの市場相場の影響をコントロールするためである。血

統の変数は全ての血統を分析することは困難であるため、全農いわて中央家畜

市場の結果を参考に特定の血統として史上最高の脂肪交雑能力を持つと評価さ
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れる安福久を選択した。１～３代祖のそれぞれの子牛価格への影響を計測する

ために３つのダミーを用いた。なお山口県中央家畜市場は開催が年間８回であ

るため１月を基準とし、また母牛得点についてのデータは得られなかったため

分析に含んでいない。 

推定結果を表１に示した。自由度修正済み決定係数は 0.567、いずれの変数

も多重共線性の指標である VIFが２未満であるため推定結果は概ね良好であり、

日齢は負、体重は正に有意である。安福久ダミーは１～３代祖いずれも正に有

意であり、１代祖は約 115千円、２代祖は約 118千円、３代祖は約 95千円、安

福久を交配していない子牛よりも高くなることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より、血統交配は和牛改良（血統改良）の基盤となってきただけでなく、

血統が和牛子牛市場における子牛価格にも影響を与えており、優良な血統を選

択することが繁殖農家にとって経営上重要であることが分かった。 

３．調査の設計と方法 

本研究の考察は農家が実際にどのように血統選択を行っているかを探るた

めに行った繁殖農家の現地聞き取り調査に基づく。調査対象は全農いわて中央

家畜市場（岩手県）と山口中央家畜市場（山口県）にそれぞれ出荷している繁

殖農家合わせて 13 の農家である。この２つの市場を選んだのは次の理由による。

井上ほか（2022）に基づいて両市場の位置づけを行うと、全農いわて中央家畜

市場は県種雄牛使用率が低く、年間子牛上場頭数が非常に多く、雌・去勢の価

修正済 R２=0.567 

註：**、*はそれぞれ１％、５％有意水準であることを示している。

表１ 推定結果 
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格がそれ程高くない市場、山口中央家畜市場は県種雄牛使用率が低く、年間子

牛上場頭数が少なく、雌・去勢の価格がそれ程高くない市場である。どちらの

市場も県種雄牛の出荷に偏っておらず、県種雄牛に依存した血統選択ではない

ため、純粋な血統選択の意思決定が確認できると考えられる。また、両市場の

繁殖農家は約 90％が市場出荷頭数年間 12 頭以下の小規模出荷農家であり、繁

殖和牛生産が副業的に行われている典型的な日本の繁殖和牛生産地帯である。

そのため、両市場で規模拡大を行ってきた繁殖農家の血統選択の意思決定を明

らかにすることは、今後の繁殖農家の発展を考える上で重要であり本研究を検

討するのに適していると考えた。 

全農いわて中央家畜市場は岩手県の北部エリア（ＪＡ新いわて農協、ＪＡい

わて中央、ＪＡいわて花巻）から出荷されており、子牛市場は各月３日間開催

されている。年間総出荷頭数は約12,500頭、出荷繁殖農家数は約2,200である。

同市場に出荷している繁殖農家で年間 40 頭以上出荷している繁殖農家 14 のう

ちヒアリングすることができた 10 の農家（番号Ｉ１～Ｉ10）を調査対象とした。

山口中央家畜市場は山口県の全域から出荷されており、子牛市場は年間８回（約

45 日毎）開催され、年間総出荷頭数は約 2200 頭、出荷繁殖農家数は約 350 で

ある。県内で最大規模の繁殖農家（Ｙ１）とＹ１の紹介でヒアリングを行うこ

とができた母牛頭数40頭程度の繁殖農家３6）（Ｙ２～Ｙ４）を調査対象とした。 

 対象の繁殖農家への聞き取り調査は、岩手県は 2021 年度７月、11 月、３月、

山口県は 2021 年度 10 月、11 月、３月に実施した。聞き取り調査は各農家に、

第１に「母牛に種付けをする際の血統選択で考慮することは何か」について列

挙してもらった。次にそれぞれの回答に対して、第２に「どのような情報を収

集しているか」、第３に「その情報はどんな人や媒体から収集しているか」を聞

き取りした。例えば、第１の質問の回答が「実績がある血統の交配をする」で

あれば、「実績がある血統の交配を行う際はどのような情報を基にしているのか」

を尋ね、その回答が、「共励会や後代検定等の結果」や「子牛市場で高値が付く

ような交配についての情報」であれば、次に「それらはどのような人や媒体か

ら収集しているのか」を質問した。なお、第１（第２も同様）の回答でそれ以

降の質問の回答を含んでいる場合は、その回答の情報と情報源について確認を

行った。 
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４．血統選択の意思決定について 

本節では聞き取り調査の結果を基に、まず繁殖農家は交配にあたってどのよ

うな点を考慮して血統選択の意思決定をしているか、次にそのための情報や判

断材料を誰（何）から得ているかを検討する。 

 

１）血統選択について 

 ここでは、血統選択についての聞き取り調査で得られた回答を、性質が共通

すると思われるものは一つにまとめ、いくつかの血統選択基準として整理した

（表２）。右側には各繁殖農家の回答がどこに該当するかも示してある。その整

理の考え方は次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１に死産や子牛の段階での病気や死亡リスクを減らし、また市場取引後の

肥育段階での頑健な成育のために「子牛の健康状態を意識した交配」や「基本

的には３元交配をする」という回答が得られた。これらは１代祖と２代祖が近

表２ 血統選択と繁殖農家の選択の該当 

出所：聞き取り調査より筆者作成． 
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親にならないように意識した交配と見られることから「近親交配に配慮した血

統選択」とした。 

 第２に一度出荷した子牛が「子牛市場で高値が付けば再度交配」、子牛市場や

枝肉市場などで「実績がある血統の交配」、「過去に出荷した子牛で枝肉の結果

が良かったものを再度交配」という回答が得られた。これらは過去のいずれか

の時点における血統の情報を基に交配を行っていると考えられることから「過

去の情報に基づいた血統選択」とした。 

第３に「現在の子牛市場で高値が付くような血統を交配」「現在の枝肉市場

で好成績や高値が付くような交配」7）という回答が得られた。これらは現在の

子牛市場や枝肉に関する情報を基に交配を行っていると考えて「現在の市場の

情報等で高い評価がされている血統の選択」とした。 

第４に現場後代検定途中8）でまだ枝肉の格付け成績や血統遺伝能力などの評

価が確立していないような若い種雄牛の人工授精精液であっても、親牛の成績

などから予測して「将来性がありそうな血統を交配」するという回答が得られ、

これを「将来性に期待した血統選択」とした。 

第５に山口県の繁殖農家Ｙ１とＹ４から、県種雄牛の後代検定事業に協力す

るために山口県の種雄牛の血統を交配する、という回答が得られたので、これ

を「県の和牛改良貢献のための血統選択」とした。 

第６にＩ10 のみだが「購買者の求める血統を交配」するという回答が得られ

たので、それを「購買者の要望に基づいた血統選択」とした。 

 各血統選択の繁殖農家の該当状況を見ると 10 戸の繁殖農家が「近親交配を回

避する様な血統選択」をしている。また、全ての繁殖農家が「過去の情報に基

づいた血統選択」と「現在の市場の情報等で高い評価がされている血統の選択」

のどちらか、又はその両方の選択をしている。「将来性に期待した血統選択」に

該当がない繁殖農家は、ヒアリングにおいて、若い種雄牛の血統は選択せずに

評価が確立している血統を選択するとしている。「購買者の要望に基づいた血統

選択」と「県の和牛改良に貢献するための血統選択」は、少数の繁殖農家のみ

が行っている。以上より、いずれの繁殖農家も過去や現在の既存の評価を参考

に血統選択をしており、それも単一の選択ではなく複数の選択を組み合わせて

いる。 
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２）血統選択の情報と情報源について 

聞き取り調査を基に繁殖農家がどのように血統に関する情報を収集し、誰

（何）から得ているか（情報源）について整理・集約した（表３）。数字はそれ

ぞれの情報がどの情報源からいくつの繁殖農家によって収集されているかを示

している。 

まず確認された情報源について説明する。「営農支援サービス」とは公益社

団法人岩手県畜産物価格安定基金協会が独自に繁殖農家向けに行っている事業

であり、子牛市場情報、枝肉情報、繁殖雌牛の育種価情報などを知ることがで

きるものである。「購買者」とは繁殖農家から子牛を購入した農家で、肥育した

牛が枝肉の格付けで良い結果であった際に当該繁殖農家に情報を伝えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、詳しくは後述する（第５節）が、一部の繁殖農家（Ｉ10、Ｙ１）は販売

した子牛の情報や購買者の要望を積極的に収集している。「肉の卸売業者」とは

肥育生産も手掛けるＩ10 が関係を構築している肉の卸売り業者である。「飼料

メーカー」は飼料メーカーの営業担当者のことで、繁殖農家向けに情報支援サー

ビスを行っている。「家畜改良センター」は、和牛の血統交配について詳しい情

報を持っている家畜改良センターの職員であり、Ｉ４が関係を構築している。

表３ 繁殖農家の情報と情報源 

単位：戸 

出所：聞き取り調査より筆者作成． 
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「人工授精師」は繁殖農家の雌牛への人工授精（ＡＩ）を請け負っており、そ

れに伴いＡＩに使用する種雄牛の精液（人工授精精液）を導入、管理している。

なお山口県ではヒアリングした全ての繁殖農家が人工授精師の資格を保有して

おり、人工授精師から情報収集はしていない。「人工授精精液の販売元」は家畜

改良事業団や民間種畜場が供用している種雄牛（血統）についてのカタログと

人工授精精液を販売する営業担当者の情報である。「メディア」は、肉牛に関す

る専門の雑誌、ＳＮＳ、インターネット上からの情報である。「経営内部」は、

子牛（市場）の情報や飼養技術など繁殖農家が経験的に蓄積してきた経営の内

部の情報である。「他の繁殖農家」は、聞き取りした農家が県内や地域内で関係

を築いている繁殖農家のことである。なおＹ１～Ｙ４はお互いに優良血統の情

報共有や優良血統を交配した受精卵を共有する関係を築いている。「県の畜産試

験場」は、山口県畜産試験場で種雄牛の造成に携わる職員である。 

次にどのような情報が収集されているか、それらはどのような情報源から得

ているかについてまとめる。第１のグループは、３つの情報から成る。肥育農

家に販売した子牛の枝肉の格付けが良い評価を得た場合、それがどのような血

統交配であったかという情報（「出荷した子牛で枝肉の結果が良かった交配の情

報」）、日本各地で定期的に開催されている共励会や種雄牛の産肉能力などを評

価する後代検定の情報（「共励会や後代検定等の結果の情報」）、及び、血統選択

時点で枝肉の格付けが良いものや枝肉の価格が高く付いているような血統の交

配の情報（「現在の枝肉市場で好成績や高値が付くような交配の情報」）である。

それぞれの情報源は「出荷した子牛で枝肉の結果が良かった交配の情報」では、

営農支援サービス、購買者、肉の卸売業者であり、「共励会や後代検定等の結果

の情報」では、飼料メーカー、家畜改良センター、人工授精師、人工授精精液

の販売元、メディアである。「（現在）の枝肉市場で好成績や高値が付くような

交配の情報」の情報源はメディアである。以上３つの情報はいずれも枝肉の格

付けや血統の遺伝能力などについての評価であることから「枝肉に関する情報」

とした。 

第２のグループは、全農いわて中央家畜市場や山口中央家畜市場で高い落札

価格がついた他の繁殖農家による子牛の血統の交配についての情報（「子牛市場

で高値が付くような交配の情報」）と、北海道や鹿児島県などの家畜改良事業団
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や民間種畜場の血統が多く交配されている市場で高値が付く血統交配について

の情報（「他の子牛市場の情報」）、及び過去に自牧場から子牛市場に出荷した子

牛で高値がついた血統交配の情報（「自分が出荷した子牛で市場において高値が

付いた交配の情報」）の３つがある。それぞれの情報源は「子牛市場で高値が付

くような交配の情報」は人工授精師、メディア、他の繁殖農家、経営内部であ

り、「他の子牛市場の情報」は人工授精師、メディア、他の繁殖農家、農協職員

である。「自分が出荷した子牛で市場において高値が付いた交配の情報」は経営

内部が情報源である。以上の３つはいずれも子牛市場に関係した情報であるこ

とから、「子牛市場に関する情報」としてまとめた。 

第３は、県種雄牛の後代検定などへの協力依頼（「県の種雄牛造成の情報」）

で、県の畜産試験場から情報が入る。第４は購買者がどのような血統交配がほ

しいかなどの要望に付いての情報（「購買者の要望についての情報」）で、購買

者から情報を収集している。 

 以上の情報と情報源の関係は、「枝肉に関する情報」は購買者（７戸）、人工

授精精液の販売元（９戸）、メディア（８戸）が多く、「子牛市場に関する情報」

は他の繁殖農家（11 戸）、経営内部（13 戸）が主な情報源となっており、情報

源の選択には偏りがあることが分かる。「県の種雄牛造成の情報」はＹ１とＹ４

の２戸、「購買者の要望についての情報」はＩ10 の１戸であり、特定の繁殖農

家が情報を収集していると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：聞き取り調査より筆者作成． 

表４ 情報源別の繁殖農家の該当 
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各情報源と繁殖農家の関係を表４に示した9）。まず人工授精精液の販売元、

メディア、経営内部はいずれも 10 戸の繁殖農家が情報源としており、多く利用

されている。次に、どの情報源を重視しているかはここからは分からないが、

いずれの繁殖農家も１つの情報源ではなく複数の情報源を組み合わせている。 

 

３）血統選択と情報の関係について 

１）、２）の結果を基に、血統選択、情報、情報源の組み合わせを図１に示

した。それぞれの情報源は様々な情報を含んでおり、回答者がすべてを認識し

ていないことも考えられるが、本図では聞き取り調査で繁殖農家が回答した情

報と情報源を線で結んだ。また表３で整理した４つの情報それぞれにおいて情

報源全体の平均農家数よりも、各情報源の農家数が多い場合は実線で、小さい

場合は点線で示した10）。なお、枝肉に関する情報の情報源として経営内部と回

答した繁殖農家はいなかったものの、枝肉に関する情報も経験知として経営に

蓄積されていると考えられるため点線で繋いだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 血統選択と情報の組み合わせ 

出所：聞き取り調査より筆者作成。 
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 ここから分かるのは、過去の情報や現在の市場の情報等で高い評価がされて

いる血統の選択は、各情報源から収集した枝肉に関する情報や子牛市場に関す

る情報を組み合わせて行われていることである。特にメディアや人工授精師は

両方の情報の情報源となっている。また、将来性に期待した血統選択は各情報

源の「他の子牛市場の情報」（子牛市場に関する情報）や「共励会や後代検定等

の結果の情報」（枝肉に関する情報）に基づいている。県の和牛改良貢献のため

の血統選択は県の畜産試験場からの種雄牛造成に関する協力依頼（情報）に基

づいて行われている。 

なお、少し視点が違うが、近親交配を回避するような血統選択は、種付けを

行う母牛と種雄牛の双方の血統情報によるもので、繁殖農家は前述の３つの血

統選択よりも先にまずはどの程度近親になるかを考慮していると考えられる。

具体的には、枝肉の格付けや子牛市場で３代祖同一の系の交配（同系統の交配）

が高評価や高値であったとしても、近親になるために避けるといった血統選択

である。購買者の要望に基づいた血統選択は、直接購買者からの血統交配につ

いての要望を聞くことで行われている。 

 

４）血統選択の意思決定についての考察 

繁殖農家の血統選択がどのような性格の意思決定であるかを検討する。 

第１に「近親交配を回避するような血統選択」は、種雄牛の血統（１代祖）

と母牛の血統（２・３代祖）を近親で交配することにより、死産や奇形の出生

により市場に出荷できないことや成育不良により市場で価格が付かないことを

避けるという「低リスク志向」の意思決定あると考えられる。第２に過去や現

在の市場で高値が付く特定の血統を交配するのは、リスクは避けつつ子牛価格

が高値になる確率が少しでも高くなることを期待する「通常ビジネス型」の意

思決定と考えられる。一方で、第３に若い血統に将来性を期待する血統選択は、

コストとその血統の枝肉や子牛市場での評価が将来高くなる可能性を考えて、

まだ評価が定まらない血統を選択するという「リスク甘受」の意思決定である

と考えられる。ヒアリングによると、期待される便益は、評価が確立する前の

人工授精精液なので安価なこと、子牛市場で出荷頭数が少ないため価格が高く

なることが期待できるなどである。第４に「県の和牛改良貢献のための血統選
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択」は「長期的な便益期待」の意思決定であると考えられる。短期的には市場

で高値が付く交配の血統よりも安値となり損失を被る可能性があるが、改良に

より産肉能力や遺伝能力が優秀な県独自の種雄牛を造成できれば、将来より多

くの購買者を確保することができ、市場の平均子牛価格の底上げになる可能性

があるからである。そして、第５に購買者の要望で血統（系）交配を行うのは、

市場で確実に落札してくれる購買者を確保し、出荷時に買手がいないなどのリ

スクを避けることを重視する「顧客重視」の意思決定であろう。 

以上よりヒアリングを行った繁殖農家はリスクを取ることもあるが多くは

リスクをいかに回避するかに基づいた意思決定をしており、そのため表１で示

したように単一の選択とせず複数の選択を組み合わせている。 

５．経営戦略について 

第４節において、多くの繁殖農家がリスクを回避するような意思決定をして

いることを考察した。しかしながら、Ｉ10 の購買者の要望に基づいた血統選択

や、Ｙ１とＹ４の県の和牛改良のための血統選択はリスクや機会損失の可能性

を背負った意思決定である。また、Ｉ10 とＹ１が購買者から積極的に情報収集

していることがヒアリングより明らかになった。他の繁殖農家と異なる情報収

集や意思決定にはＩ10 やＹ１の独自の経営戦略が関係していると考えられる。

そこで本節では特に大規模化しているＩ10 とＹ１を対象として、どのような経

営をしているかを明らかにし、なぜリスクや機会損失の可能性を負った意思決

定をするのかを考察する。 

 

１）Ｉ10 の事例分析 

Ｉ10 の経営概況を表５に示した。Ｉ10 は岩手県雫石町で繁殖生産を中心と

して、農業関連部門、配送業部門、パン製造部門の多角化経営を行っている。

従業員数は家族 5名と農業大学校の実習生を含んだ約 20名であり、各部門で労

働力が共有されている。農業関連部門には繁殖生産と肥育生産の畜産、牧草生

産（販売）と堆肥生産（販売）の耕種関連を行っている。畜産の繁殖雌牛飼養

頭数は約 250 頭、子牛の年間出荷頭数は約 180 頭であり、肥育生産は純粋な黒
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毛和種やジャージー牛と黒毛和種などのＦ１を中心とした約 30 頭である。肥育

牛の肉は業者を経由して首都圏の飲食店に卸している。耕種生産は主食用米面

積が約 10haある。牧草栽培面積は約 120haあり、条件の良い畑地や採草地を借

り入れして牧草生産を行っている。また牧草の余剰分は畜産農家に販売してお

り、付加価値として要望に合わせてロールやカットして販売をしている。なお、

配送業部門では、農業関連部門で使用するトラック（牛車など）の有効活用を

目的として、米や飼料の配送を請け負っており、パン部門では雫石町内で製造

したパンを盛岡市内の飲食店や直営店で販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｉ10 の経歴はホテルに７年間勤務した後に 2004 年に繁殖牛１頭から新規就

農しており、ホテルの従業員時代に培った、顧客が望むものを提供する・人間

関係を大切にするといった考え方を現在の経営のポリシーとしている。そのた

め、年間約 20件（2021年度時点）あるＩ10 の落札者にはセリ後に謝意を伝え、

必要に応じて子牛の情報を提供している。子牛の情報は成育状況や当該子牛を

扱う上での注意や牧場にいる子牛の血統交配の情報などである。購買者のほと

んどは過去にＩ10 から子牛を落札している購買者であり、顧客のようになって

いる。さらに雌牛のみの購買者が約５件あり、特に滋賀県で近江牛（ブランド

表５ Ｉ10 の経営概況 

出所：聞き取り調査より作成。情報は 2021 年度 10 月時点。 

註：従業員は農業大学校実習生を含み、部門間で労働力の共有が行われている。 
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牛）を生産している肥育農家と深い人間関係を築いている。去勢子牛は日齢の

低さ、大きさ（体重）、見た目が重視される一方で、雌子牛の多くはブランド牛

生産を目的とした購買者が対象となるため肉質が重視される11）。特に近江牛と

して認定されるためにはＢ４またはＡ４以上である必要がある。前述したよう

に肉質は血統交配に影響を受けるため、Ｉ10 は枝肉についての情報を豊富に持

つ購買者の望む血統交配を行う。そのため、近親交配になるリスクを取り、３

代同一交配など田尻系の血が濃くなる様に血統交配をする。また、購買者が望

む血統交配にするために、他県の子牛市場に購買者として参加し、その県の種

雄牛の血統を持つ繁殖素牛を導入することもある12）。さらに、通常の人工授精

では雄（去勢）と雌のどちらが生まれるかわからないため、通常よりも多く費

用が掛かる雌雄判別ストローを用いて雌子牛が生まれるようにする場合もある

13）。このようにＩ10 はコストを負担したり、リスクを取って購買者の要望に基

づいた血統選択をすることで年間を通して固定の落札先かつ子牛価格の低下等

の不確実な事態でも落札先を確保できるという経営戦略を取っている。 

 

２）Ｙ１の事例分析 

Ｙ１の経営概況を表６に示した。Ｙ１の所在地は山口県東部の柳井市であり、

繁殖生産を中心として水稲や牧草栽培の耕畜複合経営である。Ｙ１の父の代か

ら本格的に繁殖生産を開始し、Ｙ１は 2000 年に就農した。当初は飼養頭数 50

頭、耕地面積約４ha 規模であったが、規模拡大によって 2021 年度には繁殖雌

牛頭数約 100 頭、子牛年間出荷頭数は約 80 頭、耕作地面積約約 25ha となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ Ｙ１の経営概況 

出所：聞き取り調査より作成。情報は 2021 年度時点。 
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作付けの内訳は水稲約 10ha、飼料用米約１ha、ＷＣＳ約５ha、牧草５ha、放牧

地約４ha である。放牧地は山口型放牧14）に使用しており、妊娠約３か月の安

定期に入った妊娠牛を分娩約２カ月前まで放牧することによって飼料費削減や

牛舎内労働の省力化をしている。市場で取引がある購買者は約 30 であり、最も

取引が多い購買者は年間 13 頭である。現在の従業員数は６名で、うち２名はＹ

１とＹ１の妻である。Ｙ１の妻は人工授精師の資格を所有しており、Ｙ１が選

択した血統を雌牛に種付けしている。 

Ｙ１の父は耕種部門では集落の農地を護るために条件が不利な農地でも請

負い、繁殖部門では山口型放牧の実証実験に協力するなど山口県や地域の農畜

産振興に貢献してきた。Ｙ１も父と同様に担い手として地域の農地を請け負い、

県の和牛改良のために種雄牛造成に協力している。現場以外にも農業委員会や

県の畜産関係の役員などを務め、山口県や地域の農畜産振興に貢献している。 

 Ｙ１と購買者の関係については、Ｉ10 と同様に市場で子牛を落札した購買者

に謝意を伝えている。また購買者との関係は市場でのコミュニケーションに留

まらず、県内最大規模の購買者が処理しきれない糞尿を請け負って堆肥化した

り、近年肥育専業から繁殖肥育一貫生産となった購買者の人工授精を請け負っ

たりしている。セリでの子牛取引には直接は関係ない行動であるが、購買者と

の信頼関係の構築に繋がっていると考えられる。その結果、購買者の経営にお

いて秘密性が高い枝肉に関する情報を積極的に収集することができる。そして、

Ｉ10 と同様に関係を構築した購買者が年間を通して落札し、子牛価格の低下等

の不確実な事態でも落札してくれるという経営戦略となっている。 

また、Ｙ１は県の和牛改良貢献のための血統選択をしており、子牛市場の平

均子牛価格を上げることによって山口県の繁殖農家全体の販売収入を上げるこ

とを目指している。これは県の種雄牛改良により、山口県でしか購買すること

ができない産肉能力が優秀な種雄牛が造成されれば、市場に参加する購買者を

全国から集めることができるからである。実際に鳥取県では白鵬 85 の３という

産肉能力が高い種雄牛が造成され、同血統を求めて全国から購買者がセリに参

加している。2022 年１月の鳥取県中央家畜市場に出荷された子牛は過去最高値

である約 891 万円（全国平均 74 万円）で落札された。これは県外に人工授精精

液が販売されない県種雄牛の希少性を利用した経営戦略であると言える。 
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６．おわりに 

 本研究は、全農いわて中央家畜市場、山口中央家畜市場に出荷している規模

の大きな繁殖農家を対象として血統選択の意思決定に関するヒアリングを行い、

どんなことが選択の基準になっているか、そのためにどのような情報を取集し

ているか、その情報は誰（何）から収集しているかなどを明らかにした。また、

他の繁殖農家と異なる血統選択をする２つの繁殖農家についてはその経営戦略

を検討した。 

まず、繁殖農家の血統選択には、「近親交配を回避する様な血統選択」「過去

の情報に基づいた血統選択」「現在の市場の情報等で高い評価がされている血統

の選択」「将来性に期待した血統選択」「購買者の要望に基づいた血統選択」「県

の和牛改良に貢献するための血統選択」の５種類があり、いずれの繁殖農家も

これらの血統選択は単一ではなく複数の選択を組み合わせていることが明らか

になった。 

血統選択における情報を大別すると、「枝肉に関する情報」「子牛市場に関す

る情報」「県の種雄牛造成の情報」「購買者の要望についての情報」にまとめる

ことができた。情報源は「枝肉に関する情報」は、営農支援サービス、人工授

精師、購買者、人工授精精液の販売元、メディア、その他の関係者であり、「子

牛市場に関する情報」は、人工授精師、他の繁殖農家、メディア、経営内部、

その他の関係者である。また、「県の種雄牛造成の情報」はその他の関係者から、

「購買者の要望についての情報」は購買者から直接収集していることが明らか

になった。繁殖農家は、血統選択と同様に、どれか１つの情報源に偏らず、複

数の情報源を組み合わせて情報収集していた。 

 血統選択の意思決定を性格付けすると、「低リスク志向」、「通常ビジネス型」、

「リスク甘受」、「長期的な便益期待」、「顧客重視」といったいくつかのタイプ

があり、繁殖農家はそれぞれを組み合わせていると考えられる。 

経営戦略については特殊な戦略をとっている「２つの繁殖農家Ｉ10 とＹ１を

取り上げた。Ｉ10 は近親交配のリスクはあるものの、雌雄判別ストローの費用

を負担し、要望に基づいた血統選択をするなど年間を通して落札してくれる購
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買者を確保するという経営戦略を取っていた。Ｙ１は購買者と信頼関係を築く

ことで秘密性が高い枝肉に関する情報を収集し、さらに、県の種雄牛造成に協

力することで将来的に市場の平均子牛価格を底上げする戦略をとっていた。 

残された課題として、本研究は岩手県と山口県の繁殖農家のみを対象として

おり他の地域と血統選択が異なる可能性がある。一般化するためには他市場の

情報も収集し、サンプルも増やして分析をする必要がある。また、人工授精精

液などの費用や、繁殖雌牛として経営に保留・導入する際の血統選択の意思決

定についても分析する必要がある。加えて、今回はできなかったが、血統選択、

情報、情報源の何を重要視するのかを数量的な分析によって明らかにしていく

ことで、繁殖農家の規模拡大についてより具体的な提言ができると考えられる。 

 

註 

 

1 ）カンボジアを経由し中国に流通している。 

2 ）本稿で分析の対象とするのは黒毛和種とする。 

3 ）子牛の血統について開示されている和牛子牛市場で、３頭以上取引がある血統を対象と

した。 

4 ）田尻系、藤良系、気高系以外にも茂金系や栄光系もあるが、それらを系とする種雄牛は

少なくなっている、又は限られた市場でのみ使用されている。 

5 ）Ralph,C（1967）によると世界的にも日本の電光掲示板を用いてリアルタイムで情報が

公開される方式での競りは珍しいとされている。 

6 ）Ｙ１は山口県東部の牧場であり、新型コロナウイルス感染症拡大対策の観点から広範囲

の移動は極力避けていることから、紹介を得られた農家は山口県東部に限られる。 

7 ）調査対象者の回答で「今の･･･」も含めて「現在」を表すものを「現在の」としてまと

めた。「過去」と「現在」がどの時点を示すかについては調査対象者によって異なると考

えられるため、発言があったものをそのまままとめた。 

8 ）家畜改良事業団によると後代検定の流れは１年次に計画交配によって候補雄子牛の生産

をし、２年次で候補種雄牛の導入と採精、３年次に候補種雄牛産士（検定調査牛）の生産、

４年次に検定調査牛の肥育開始、５年次に枝肉調査、６年次に検定済種雄牛の選抜となっ

ている。つまり後代検定が終了するまで約６年かかる。  

9 ）飼料メーカー、家畜改良センター、肉の卸売業者、農協職員、件の畜産試験場は該当の

繁殖農家が少ないため「その他の関係者」とした。 

10 ）各情報の情報源全体の平均農家数は「枝肉に関する情報」は 4.25、「子牛市場に関す

る情報」は 6.6 である。 
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11 ）去勢でもブランド牛として肥育されることはあり、実際Ｉ10 は佐賀牛を生産している

肥育農家とも頻繁に取引をしている。しかしＩ10 曰く雌をブランド牛としている産地は

肉質へのこだわりがより強く、血統交配も肉質がより良くなるものを好む。 

12 ）県の種雄牛は各県の畜産試験場で独自に造成されており、特例を除いて人工授精精液

を他県に持ち出すことはできない。そのため県の種雄牛の血統を導入したい場合は、その

血統が父に交配されている雌牛を同県の市場で購買する必要がある。Ｉ10 は宮崎県や岐

阜県など田尻系の血統改良が進んでいる県の市場に参加している。 

13 ）一方で精液の雌雄選抜をせずに血統交配をし、雄（去勢）が産まれた場合は雌のみを

肥育している購買者には落札されない。去勢子牛は増体が良い血統が求められ、気高系な

どと比較して増体が悪い田尻系は子牛市場では価格が低くなる傾向にあるため、Ｉ10 は

自家肥育をして枝肉として販売している。そのため、肥育生産についてのノウハウも肥育

農家から情報収集することで枝肉もよい格付けとなっている。 

14 ）山口県畜産振興協会によると、山口型放牧とは 1989 年に棚田などの耕作放棄地を利用

し固定式の施設を用いて開始された水田放牧と、1999 年に電気牧柵を用いて開始された

移動放牧である。 
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１. はじめに 

我が国では，高度成長期以降，都市部へと人口が集中し農山漁村の過疎化が

問題となっている。2020 年時点で半数近くの市町村が過疎地域に指定されてい

る（総務省(2021)）。こうした地域においては，過疎化や地域社会経済の衰退を

解決すべく様々な活性化策がとられてきた。グリーン・ツーリズムもその一つ

である。 

 グリーン・ツーリズムは 1990 年代に政策的に導入されたツーリズムの一種で

あり，「農山漁村地域において，自然，文化，人々との交流を楽しむ滞在型の余

暇活動」と定義されている（農林水産省（1992））。このような観光によるコミ

ュニティの活性化は我が国に限らず，世界各国で注目を浴びている（Hall & 

Richards(2003)）。2010 年代後半からは，グリーン・ツーリズムの中でも特に
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農家民宿などの宿泊施設への滞在を伴うツーリズム形態である「農泊」が政策

的に推進されている。これは，旅行客が宿泊をすることで，宿泊料のみならず，

滞在時間の増加による追加的な消費を誘引できるためである。令和２年度に閣

議決定された『食料・農業・農村基本計画』において農泊は，農村振興策とし

て位置づけられている他，消費者と食と農のつながりの深化の役割も期待され

るなど，政策的な重要性が窺える。 

 このように，現在においても，グリーン・ツーリズムによる農村振興の効果

を期待されていることが分かる。しかし，これからのグリーン・ツーリズムに

おいて，「宿泊」という重要な役割を担う農家民宿の経営実態は十分に明らかに

なっていない。 

 本研究では，農家民宿経営における費用構造の解明及び詳細な経営調査を行

い，費用構造からみた農家民宿の経営の特質を明らかにすると同時に，グリー

ン・ツーリズムにおける農家民宿の経済効果について定量的に評価することを

目的とする。 

 なお，本研究は次のように構成される。第２節では我が国のグリーン・ツー

リズムおよび農家民宿について，その簡単な歴史や特徴を先行研究のレビュー

を交えながら整理する。第３節，第４節では，本研究における具体的な調査の

流れを提示する。第５節，第６節ではそれぞれの調査結果を説明する。最後に

第７節では総括及び，今後の研究展開について述べる。 

２. グリーン・ツーリズムと農家民宿 

１）グリーン・ツーリズムの歴史と特徴 

 我が国のグリーン・ツーリズムは，ヨーロッパ諸国におけるルーラルツーリ

ズムを参考として導入されたものである。まずは，ヨーロッパ諸国のルーラル

ツーリズムと，我が国のグリーン・ツーリズムについて，両者を比較しながら

簡単な歴史とその特徴を述べる。 

 ヨーロッパ諸国のルーラルツーリズムが拡大した要因は大きく分けると，旅

行者需要と，農家のニーズにある。ヨーロッパ諸国では 1970 年代以降，労働者

が生活の質を求める社会的風潮や，年次有給休暇取得率の増加などを背景とし，
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国内外への旅行需要が高まった（Sharpley(1996)）。また，農家サイドにおいて

は，農業の機械化に伴う余剰労働力（特に，農家女性の労働力）の発生や，低

下トレンドにあった農業所得を補填する必要性などの要素が重なり，新たなビ

ジネスを展開する環境が出来上がってきた（井上(2011),青木・小山・バーナー

ド(2006)）。 

このような成立背景から，農家が B&B（1 泊朝食付）方式の宿泊サービスを

提供する農家民宿や，自身の農場や地域でとれた農産物を使用した農家レスラ

ンなどが，増加する旅行需要を取り込みルーラルツーリズムが拡大していった。

また，ヨーロッパ諸国におけるルーラルツーリズムは個々の経営が独立したビ

ジネスとしての性質が強く，一般の都市住民が都会の喧騒から離れ，農村部で

の休息を目的として利用している（井上(1999)）。 

 一方，我が国においても，農村地域の振興策として上記のルーラルツーリズ

ムを参考としてグリーン・ツーリズムが政策的に導入される。1992 年に農林水

産省によって『グリーン・ツーリズム研究会中間報告書』が公表されると，そ

れを基本方針として様々な制度が整備されはじめた（井上(1999),青木(2010)）。

1995年には農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（略

称：農山漁村余暇法）に基づいて，農家民宿の登録制度である「農林漁業体験

民宿登録制度」が始まるなど全国的にグリーン・ツーリズムの取り組みが本格

化すると思われた。しかし，この制度に登録するメリットが登録関連費用に見

合っていなかったこと（若林(2013)）や，年次有給休暇の取得率の低さを一因

とする旅行客の少なさ，旅館業法・食品衛生法・消防法などの法的規制，グリ

ーン・ツーリズムというツーリズム形態の知名度の低さ（大江(2013)）など，

様々な要因が重なり導入当初の広がりは比較的鈍いものであった（大學・納口

(2019)）。 

 こうした状況も，政策や規制緩和によって変化していく。特に，2003 年の旅

館業法の規制緩和によって簡易宿所営業の客室面積要件が緩和されたことで参

入障壁が軽減されたことは大きい（中尾(2009)）。また，教育現場からの需要増

大と，それに伴う「子ども農山漁村交流プロジェクト」等の制度面の充実もあ

り，2000 年代後半には，特に小中学校等の教育旅行で農山漁村での宿泊体験活

動が広がった（佐藤(2010),農林水産政策研究所(2010)）。 
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 このような歴史的，社会的背景から我が国におけるグリーン・ツーリズムは，

農村地域振興としての性質が強い，利用客の滞在期間が短い，教育旅行生の利

用客が多いなどの特徴がある。また，行政，農協や観光協会，NPO 等の関連団

体，地域住民が一体となって地域全体をマネジメントする地域経営型グリー

ン・ツーリズム（井上(1999)）が多くみられるのも特徴の一つである。これら

の特徴を比較したのが表１である。 

 

２）農家民宿に関する既往研究 

 農家民宿に関する既往研究について，a)経営外部環境（法制度，地域全体を

まとめる組織や，経済効果等）に焦点を当てた研究と，b)経営内部環境に焦点

を当てた研究に分けて整理する。 

a)経営外部環境に焦点を当てた研究 

中尾（2008）は農家民宿に係る建築基準法，消防法，道路運送法，旅館業法

等の規制緩和状況を整理し，これらの法令を所管する各都道府県の対応をまと

めた。河村ら（2017）は，地域内の複数の農家民宿が集まって取り組みを行っ

ている農家民宿群を対象として，それらの形成過程を明らかにした。これに類

似した研究として，地域内の農家民宿群をコーディネートする事務局組織の運

営状況にアプローチした研究も散見される（坊・中村(2014),加藤ら(2015),鈴

村・中尾(2017),日本政策投資銀行(2017),大學・納口(2021)）。 

 

表１ ヨーロッパ諸国におけるルーラルツーリズムと 

我が国におけるグリーン・ツーリズムの比較 

  

 ルーラルツーリズム グリーン・ツーリズム 

性質 
自然・農村景観の保護と同時に，農業

収入を補填するビジネスとして成立 

少子高齢化・過疎化等の農村問題への解

決策としての性質があり副業志向が強い 

滞在期間 1，2 週間単位の比較的長期 1，2 泊程度で日帰り客も多い 

客層 一般旅行客 教育旅行生 

目的 農村での休息 農林漁業体験等，農村体験 

施設 
一棟貸しや完全個室などプライバシー

の確保がされている 

空き部屋等ホストと同じ居住スペースを

活用 

地域連携 各ツーリズム関連経営が独立している
地域内の農家民宿などが地域協議会など

を中心に連携して活動 

出典：大學・納口（2019）Table 1 を参考に一部加工して作成 
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他に，農家民宿が地域経済へもたらす波及効果分析を試みた研究として，栗

原・大江（2002）は長野県飯山市の体験民宿を対象に，旅行客の観光消費額を

調査したうえで地域産業連関表（市町村単位の産業連関表）を作成し経済波及

効果を推計した。類似の研究として，宿泊部門を含む都市農村交流産業を対象

に産業連関分析を行っている研究として，京都府美山町（霜浦・宮崎(2002)），

岡山県津山市（友國(2011)），沖縄県伊江村（藤本・内藤(2013)）などでの事例

が見られる。 

b)経営内部環境に焦点を当てた研究 

農家民宿の経営内部環境に焦点を当てた研究は，旅行者へのニーズ調査から

アプローチした研究と，実際の経営を対象に調査分析した研究に分けられる。  

前者の研究として，森嶋（2002）は北海道のファームインに対する旅行者ニ

ーズを，アンケート調査をもとに分析し宿泊に用いられる建物のタイプや食事

内容などに対する潜在的な需要を評価した。田中・大江（2021）は宿泊予約サ

イトに掲載されている価格や食事，農業体験の有無等の情報を用いて重回帰分

析及びテキスト分析を行い価格決定要因を明らかにした。 

後者の研究として，大江（1997）は農家と非農家の経営する民宿について，

部屋数や宿泊客数，営業期間などの経営的特徴を比較し，農家民宿では農家特

有のサービス提供や経営活動を行う必要性を指摘した。類似する研究として，

吉田・樋口（1999）は農林漁業体験民宿登録制に登録のある経営に対して意識

調査を実施し，客室数や経営歴などの基礎的な情報に加え，経営方針，ターゲ

ットとしたい客層などを明らかにした。岩崎ら（2017）は京都府における農家

民宿におけるインバウンド顧客の利用実態を調査し，農家民宿における顧客戦

略としてのインバウンドの展開可能性を考察した。他にも，山﨑・原（2014a）

は「農林漁家民宿おかあさん 100選」に選定された農林漁家民宿の経営者に対

して，経営を行う上で感じている充実感や課題についての意識調査を行った。

また，旅行者ニーズと実際の経営の両方にアンケートを行った去石・藤﨑（2000）

では，我が国にグリーン・ツーリズムが導入されて間もない段階で，農家と農

家民宿に関心のない利用者の意識調査を実施した。それを踏まえ，我が国で農

家民宿が定着するにはどのような形態となるのかを考察した。 

これらの研究は，農家民宿がどのように経営を展開していくべきかという，
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言わばマーケティング戦略の提案を主眼に置いているものが多い。一方で，農

家民宿の経営に係る経費や利益率，調達先などの会計学的なデータを用いた研

究は僅かである。澤（2000）は事例調査を元に４タイプ（食事の有無[２タイプ]

×建物の新築 or改築[２タイプ]）の経営モデルを想定し，研究対象地である北

海道十勝地域においてそれぞれのモデルが経営的に成立するのかを検討した。

山﨑・中澤（2008）は農家民宿経営の原価計算シートを作成した。続く山崎・

原（2014b）では実際の農家民宿経営７軒の複式簿記，単式簿記またはそれに準

じる経営の会計データを用いて経費の特徴を明らかにしたうえで，前述の原価

計算シートを修正した。この原価計算シートは都市農山漁村交流活性化機構（2

016）のほか，都市農村交流活性化機構の HP（https://www.kouryu.or.jp/farm

-stay-inn/minshuku_keiei.html）にも掲載されている。しかし，このような原

価情報を用いて経営調査を行っている研究は管見の限り存在しない。 

３. 調査設計 

１）調査の目的 

 本研究では，農家民宿経営における費用構造の解明及び詳細な経営調査を行

い，我が国における農家民宿の持続的な経営条件を明らかにする。同時に，グ

リーン・ツーリズムおける農家民宿の経済波及効果について定量的に評価する。

初めに，経営調査および経済波及効果の分析手法について先行研究を整理しな

がら，調査目的にあった手法を検討する。その上で，実際の質問用紙設計およ

び配布回収の手順を説明する。 

 

２）経営調査の手法 

 一般的な法人経営について経営評価を行う場合，財務諸表を用い，特に「収

益性」や「安全性」の二大特性に着目し分析・評価するのが一般的である（桜

井・須田(2010)）。農業経営についても法人経営に限ると同様の分析手法が適応

できる（安達(2013)）。 

 このような会計情報を農業法人経営に利用した研究は，八巻（1992），山崎ら

（2002），望木・大矢（2005），大室・梅本（2008）などがある。特に，６次産
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業化に着目したものとしては，青山・納口（2017），岩瀬ら（2019）があげられ

る。 

その他，線形計画法や DEA分析などの研究が豊富にある（日本農業経営学会

編(2012)）ほか，経営発展度，地域貢献度などの独自指標を用いて経営分析を

実施しているものもある（竹山・山本(2013)）。 

 財務諸表分析には，貸借対照表，損益計算書などの財務諸表のほかに，従業

員数，労働時間数などの情報も必要になる（安達(2013)）ため，法人化してい

ない経営や，財務諸表等の資料を作成していない経営からは獲得できない。ま

た，線形計画法や DEA分析についても，各経営について詳細な調査を必要とす

るため，農家民宿経営においては入手困難な情報が多い。そのためこれらの分

析手法を直接採用することはできない。 

 そこで，経営調査においては山﨑・原（2014b）並びに都市農山漁村交流活性

化機構（2016）で提供されている農家民宿経営についての原価計算シートを基

礎にデータを収集する。この原価計算シートは，農家民宿経営の原価の特徴を

とらえつつ，複式，単式簿記を作成していない経営でも計算しやすい形式にな

っている。ただし，本研究では経済効果分析に利用できる形でデータを収集す

る必要があるため，これを考慮した形で質問項目を設定する。  

 

３）経済効果分析の手法 

 経済効果を推計する方法は様々あるが，観光を対象とした研究においては，

産業連関分析および応用一般均衡分析を用いることが多い（ Dwyer et 

al.(2004)）。産業連関分析は，特定の地域，期間において，ある財・サービス

が各産業部門間でどのように生産・販売されたのかを示す産業連関表を元に，

ある部門に需要が発生した際，地域内外のどの部門に，どれだけ波及していっ

たのかを算出する手法である（小長谷・前川(2012)）。産業連関分析は分析の容

易さから多くの研究で採用され，我が国の観光を対象にした研究蓄積もある（藤

本(2000),栗原・大江(2002),霜浦・宮崎(2002),富川(2003),藤本・内藤(2013)

など）。ただし，この分析は，需給均衡を前提条件にした分析をしているため，

ある部門で需要/供給が発生した際に，ある部門への需要/供給が減少するとい

うことが考慮できないこと，税金や投資部門を考慮できないことが課題とされ
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ている（細江ら(2016)）。オーストラリアにおける鉱物ラッシュについての経済

波及効果分析がこれらの課題を提示した有名な事例である（Forsyth(1986)）。

この問題をクリアした手法が応用一般均衡分析であり，山梨県のワインツーリ

ズムを対象に分析した武藤ら（2017）などに見られる。 

 上記の手法以外にも，観光乗数分析（Slee et al.(1997),得田(2010)），社会

会計マトリックス分析（竹歳・柚原(1997)），トラベルコスト法（吉田ら(1997),

河田(2004)），地域経済循環分析（日本政策投資銀行価値総合研究所(2019)）な

ども存在する。 

 

４）分析設計 

 本研究では，農家民宿経営の費用構造を調査すると同時に経済効果分析を行

う。なお，研究の対象とする経営・経済規模が小さいこと１)，複数の経営への

調査を実施する必要があること２）などを考慮し，経済波及効果の推計は産業連

関分析を採用する。 

調査項目は，回答者の年齢，性別，経営開始年や最大収容客数などの経営の

基礎的な情報に加え，費用構造を設定した。具体的な質問項目は表２に示すと

おりである。費用構造に関しては，先行研究３）での農家民宿経営の費用に関す

る項目を参考にしつつ，産業連関表上での各産業部門４）に合わせる形で調査項

目を設定する必要がある。そこで，後述する調査対象の２地域の NPO職員及び

２～３軒の農家民宿に対して，経営者がどれほど詳細に経費を把握しているの

か事前に調査した５）。これによって，表２下段に示す，2015年産業連関表の統

合中分類（約 107部門）程度での項目設定が適切であると判断した。 

先行研究（山﨑・原(2014b),都市農山漁村交流活性化機構(2016)）では，１

年間で生じた経費の総額を調査している。この手法では経営における年間売上

や，年間支出等の情報を対面調査で得る必要がある。しかし，本研究ではアン

ケート調査を郵送で実施するため，回答者が回答を控える可能性がある。そこ

で調査対象地の農家民宿を管轄する NPO職員と協議した上，１泊２食体験付き

の料金の内，それぞれの費用をどれだけ支出しているのかを尋ねた。 
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表２ アンケート調査の項目 

分類 項目 

経営に関する 

基本情報 

代表者の情報（性別・年齢・職業・出身）,経営開始年，従業員数，

経営形態（許認可の状況），顧客層，顧客数（2019 年時点），最大収

容人数，宿泊可能な部屋数，宿泊料金（1 泊 2 日体験付き） 

経営の費用構造 

食材（農産物，食肉，魚介類，その他），体験用の資材，その他の消

耗品，洗濯費，ガソリン，光熱費（電気，ガス，水道），人件費，事

務局手数料，その他（自由回答），手元に残る金額 

出典：筆者作成 

４. 調査対象とアンケート実施方法 

１）調査対象地域 

 第２節で述べた通り，我が国のグリーン・ツーリズムは地域経営型グリーン・

ツーリズムと呼ばれる運営方式をとることが多い。2017年より始まった農山漁

村振興交付金の農泊推進対策においても，農泊に取り組む 550 の“地域”を新

たに創出するとしており，地域経営型の運営方式は現在においてもメジャーで

ある。そのため，本研究においても地域経営型グリーン・ツーリズムに取り組

む地域を対象として，地域内の複数の農家民宿経営に対して調査を実施し，そ

れらの結果から経済波及効果分析を行う。 

 調査対象地域の選定にあたっては，研究目的の一つである農家民宿経営の持

続要因を明らかにすることを考慮する必要がある。また，2020 年末より急激な

感染拡大と旅行客数の激減をもたらした COVID-19 の流行以前に恒常的に受け

入れを実施している経営が多く存在する地域を対象とする必要がある。そのた

め，グリーン・ツーリズムの活動歴が長く，表彰事業にも選定されたような地

域から対象地域を決定する。その結果，今回の調査では，大分県宇佐市安心院

町を中心に活動を行う NPO 法人安心院町グリーンツーリズム研究会および，岩

手県遠野市を中心に活動を行う認定 NPO 法人遠野山・里・暮らしネットワーク

に所属する農家民宿経営の分析を実施することとした。なお，両 NPO 法人は，

2019 年に結成した農泊関連事業の全国ネットワーク組織である「未来ある村日

本農泊連合」の設立発起人でもあり，このことからも調査に適切な事例である

といえる。 
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２）配布と回収の方法 

 アンケート調査は NPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会が管轄する36

軒，認定 NPO 法人遠野山・里・暮らしネットワークが管轄する 30軒の計 66軒

の農家民宿を対象に実施した。アンケート用紙は 2022 年２月上旬に郵送で配布

した。なお，安心院地域は郵送で，遠野地域は NPO職員が各経営を訪問し，そ

れぞれ２月末に回収した。回収できた 38軒の内，有効な回答が得られた 22軒

を分析の対象とする（有効回答率 33.3%）。 

５. 農家民宿の経営と費用構造 

１）回答者の基本データ 

 回答のあった経営に関する基礎的なデータは表３に示すとおりである。 

 

属性 水準 割合 

地域 安心院地域

遠野地域

45.5％ 

54.5％ 

代表者の性別 男性

女性

36.4％ 

63.6％ 

代表者の年齢 平均 68.0歳 

開業年 1996-2000 年

2001-2005 年

2006-2010 年

2011-2015 年

2016-2020 年

9.1％ 

4.5％ 

27.3％ 

36.4％ 

22.7％ 

営業形態 簡易宿所（旅館業法）

ホテル・旅館（旅館業法）

民泊（民泊新法注）

68.2％ 

4.5％ 

27.3％ 

宿泊客層（複数回答） 学生

一般客

インバウンド

企業・行政等の研修

100.0％ 

81.8％ 

86.4％ 

63.6％ 

年間宿泊客数（人×泊）

（2019 年の状況） 

0-100

101-200

201-300

301-400

401-

59.1％ 

18.2％ 

9.1％ 

9.1％ 

4.5％ 

宿泊定員 平均 8.3名 

提供部屋数 平均 2.5 部屋 

 

表３ 経営の基本属性 

注：民泊新法についての詳細は章末の注６を参照されたい 

出典：アンケート調査より 
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経営の代表者の性別は６割以上が女性である。これは，安心院地域では原則 

として女性が経営の代表者となることが決められていることが影響している。

代表者の平均年齢は 68歳であり，全体に占める 60 代以上の割合は約 86％であ

る。これは，農村部で急激に進む高齢化のほか，農家民宿の性質上，多くの経

営者は 50 代，60 代以降に参入することが多い点が一要因にある（大學・納口

(2019)）。 

営業形態は 2002 年以降規制緩和が進んだ簡易宿所営業が約７割を占める。

一方，2018年の施行からまだ日の浅い民泊（民泊新法６））の営業許可を取る経

営も 27.3％存在する。民泊（民泊新法）は年間の営業日数に制限があるものの

旅館業法に比べ営業規制が緩いため，参入障壁が小さい。約６割の経営が年間

宿泊数 100 以下である現状を見ると，民泊は農家民宿の営業形態として既に浸

透していると言える。 

全ての経営が学生の受け入れを行っている。我が国のグリーン・ツーリズム

利用客の多くは小中学生を中心とした教育旅行の学生であり，調査対象２地域

においても宿泊客の多くが学生である。また，両地域は先進事例地であるため，

６割以上の経営が企業・行政等の研修の受け入れをしている。 

年間宿泊客数をみると，約６割の経営が 0～100 の層にいる。これは，学生

をメインで受け入れている経営が多いことが影響している。教育旅行は春・秋

シーズンに集中しており，逆に，夏・冬シーズンは殆ど受入がないため，年間

の営業日数，受入れに限度がある。 

一度に宿泊できる定員は平均 8.3名，部屋数は平均で 2.5部屋である。ほと

んどの経営代表者と配偶者の２名で顧客の対応をしているため，一度に多くの

顧客を受け入れることができない。 

小括すると，本研究の調査対象である経営は，我が国の農家民宿で多く見ら

れる副業的な経営であると言える（大學・納口(2019)）。 

 

２）農家民宿経営における費用構造 

 結果は表４に示す通りである。１泊２食体験付きの１名分の宿泊料平均は

8,854.5 円であった。ただし，教育旅行に係る宿泊料は地域内で一律であり，

各経営が自由に宿泊料金を設定できないことに注意が必要である。 
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 宿泊料に占める経費の内，食材費が約 25％と最も高い割合を占める。これは

都市農山漁村交流活性化機構（2016）の 25.7％とほぼ同じ結果である（2013～

2014 年実施の調査結果）。一般的な小規模の旅館営業において，宿泊売上に対

する食材費割合は２割程度とされている７）。農家民宿経営の食材費が一般的な

旅館営業に比べ高い理由として，出来るだけ地域産品や特産品を使った料理を

顧客に提供する経営者・地域の方針が影響している。ヒアリング調査の中で，

「産地や特産品にこだわらず，安価な食材を仕入れれば確かに利益は上がる。

ただ，泊まりに来てくれたのならば地元料理を味わって帰ってほしいし，それ

が味わえるこその農家民宿だと思う」との声が聞かれた。無暗なコストカット

は農家民宿の魅力や価値の損失に繋がると言える。農家民宿では自家生産の農

林水産物を食材として利用する経営もある。 

 体験用の資材・材料，その他消耗品，洗濯費はそれぞれ 3.7％，2.6％，1.2％

と，比較的小さい値を示した。これらの費目は，自家の生活と明確に切り分け

られていない場合や，そもそも経費として認識していないケースがあり，過小

に計上されている可能性がある。 

 

表４ 農家民宿における経費の平均金額と対宿泊料比（2019 年時点） 

経費項目 平均金額 対宿泊料比 

宿泊料 8,854.5円 100.0% 

食材費 

農産物 713.6 円 8.1% 

食肉 579.5円 6.5% 

魚介類 393.2円 4.4% 

その他の食材 540.9円 6.1% 

計 2,227.3円 25.2% 

体験用の資材・材料 326.4 円 3.7% 

その他消耗品 234.1円 2.6% 

洗濯費 104.5円 1.2% 

ガソリン代 409.5円 4.6% 

光熱費 

電気 220.8 円 2.5% 

ガス 93.3円 1.1% 

水道 87.4 円 1.0% 

計 401.5円 4.5% 

人件費 113.6 円 1.3% 

事務局手数料 1,354.3円 15.3% 

その他 118.2円 1.3% 

手元に残る金額（利益相当） 3,565.1円 40.3% 

出典：アンケート調査より 
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ガソリン代は主に，宿泊客を最寄り駅まで送迎する際に発生する経費である。

農家民宿が所在する地域の多くは，公共交通網が充実していないため自家用車

を用いた送迎が必要となる。農家民宿では経営者の住居の空き部屋などを利用

して行っている経営が多いため，光熱費の厳密な切り分けが困難である。基本

的には，営業日数を元に按分して計算して経費とすることが多い。また，遠野

地域では冬季営業期間（11月頃から翌４月頃）に別途暖房費用として灯油が必

要となる。 

 表４の人件費とは自家労賃を除いた，アルバイトやお手伝いに渡している給

与，謝金の金額である。従って，経営者とその配偶者や家族のみで受け入れを

行っているケースがほとんどであった今回の調査対象では１軒を除いて人件費

は０円であった。 

 事務局手数料は宿泊費に対して約 15％であり，各 NPO 法人が宿泊料に対して

設定している手数料割合とおおよそ整合的な結果が得られた。 

 最後に，宿泊料からすべての経費を除いた手元に残る金額（利益相当）につ

いては，対宿泊料比で約４割である。ただし，この費目の中には自家労賃も含

まれていることに注意されたい。単純比較することはできないが，一般的な小

規模旅館営業において人件費率＋営業利益率はおおよそ 37％８）であり，大き

な差は見られない。 

 以上，農家民宿経営の費用構造をまとめた。農家民宿経営では，経営者の生

活と宿泊部門との切り分けが難しい費目が多くあるため，厳密に経費を計算す

ることが難しい。ほぼすべての経営で自家生産した農産物などの割合などを厳

密に把握していないため，正確な経費の算出は別途綿密な調査の実施が必要で

ある。また，利益の追求よりも，生きがい・やりがいといった非金銭的な面を

重視しているため，宿泊客の受入に係る経費を意識していない経営が多く見受

けられる。ただ，宿泊料に対してどれだけの経費が掛かっているのか，どれだ

けが手元に残っているのかを把握することで，改めて自身の経営を見直すきっ

かけなるほか，新たに農家民宿を始める経営に対する一つの指標として生かす

ことができるだろう。 
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６.農家民宿による地域への経済効果 

１）分析の流れ 

 第５節における農家民宿の費用構造を元に，年間宿泊売上を各産業部門に割

り当てて地域への経済波及効果を算出する。 

 産業連関分析は，特定の地域，期間において，ある財・サービスが各産業部

門間でどのように生産・販売されたのかを示す産業連関表を元に，ある部門に

需要が発生した際，地域内外のどの部門に，どれだけ波及していったのかを算

出する手法である（小長谷・前川(2012)）。一般的に国内で公表されている産業

連関表の最小単位は都道府県レベルである。それよりも小さい市町村や，集落

単位での分析を行う場合，都道府県の産業連関表を元に小地域化した産業連関

表を作成する必要がある。産業連関表の小地域化を行う際は，経済センサスや

国勢調査などの統計データや，アンケート調査から得られる情報を援用して，

市町村単位に取引情報を按分していく。しかし，本研究では小地域化を実施す

るに足るデータが十分に収集できなかったため９），都道府県レベルの産業連関

表を利用して分析を実施する。 

 大まかな分析の流れは図１のとおりである。ただし，産業連関分析の詳細な

理論および分析手順については，多数の先行研究 10）が存在するため，そちら

を参考にされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 経済波及効果分析の流れ 

（出典）筆者作成 

①農家民宿に対するアンケート 調査で， 宿泊料に占める支出（ 経費）

について費目ごと に明らかにする

②宿泊料平均から地域全体の総宿泊料を算出する

③総宿泊料を①で得られた費用構造を元に， 産業連関表の各産業部門

に割り 当てる

④農家民宿への宿泊による経済波及効果を算出する（ 直接効果， 間接

一次効果， 間接二次効果の合計）
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２）経済波及効果分析 

①宿泊料に占める支出 

観光分野における経済波及効果分析では，旅行者に対する聞き取り調査や，

既存の統計調査等の情報を元に観光消費額を計算することが一般的である。し

かし，本研究が対象とするグリーン・ツーリズムの利用客は教育旅行で来訪す

る小中学生が中心であるため，詳細な観光消費額の調査は困難である。そこで，

表４の対宿泊料比を安心院地域，遠野地域ごとに算出し，それらを近似的に観

光消費額として扱い計算を行う。 

②総宿泊料の算出 

 総宿泊料については各地域の平均宿泊料に総宿泊数を乗じて算出する。平均

宿泊料は安心院地域で 9,200円，遠野地域で 8,567円であり，宿泊人数はそれ

ぞれ 10,000 泊と仮定し分析を行った 11）。すなわち，約 9,000 万円の宿泊料の

内，利益相当額及び人件費を除いた経費に回る約４割についての経済波及効果

を推計する。 

③各産業部門への割り当て 

 本研究では，競争移輸入型の平成 27 年大分県産業連関表（統合中分類-104

部門），平成 27年岩手県産業連関表（統合中分類-102 部門）を用いて分析する。

産業連関表は作成する都道府県によって産業部門の分類に若干の違いがある。

そのため，アンケート調査で獲得した費目を各都道府県の産業部門に割り当て

る必要がある。なお，一部費目については追加のヒアリング調査によって複数

項目に分割し割り当てた（表５）。 

 

３）結果 

 表５に示す各産業部門へそれぞれの支出額を配分した後，商業マージンおよ

び運輸マージンを引きはがし直接効果を算出した。なお，直接効果である農家

民宿の支出額については，すべて地域内での消費を前提としているため自給率

を乗じていない 12）。これを元に，県内の各産業部門に発生した需要額がどれだ

けの生産を誘発するのかを示す間接一次効果と，直接/間接一次効果によっても

たらされる付加価値によって増加した個人消費が引き起こす生産誘発である間

接二次効果を算出する（小長谷・前川(2012)）。また，各地域における経済波 
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表５ アンケート項目と産業部門の対応表 

アンケート項目 
産業部門 

安心院地域 遠野地域 

農産物 011耕種農業 001耕種農業 

食肉 012畜産 002畜産 

魚介類 017漁業 005 漁業 

その他の食材 

111 食料品 010精穀・精粉 

112飲料 011 めん・パン・菓子類 

 012 その他の食料品 

 013飲料・たばこ 

体験用の資材・材料 161木材・木製品 017 木材・木製品 

その他消耗品 

391 その他の製造工業製品 058その他の製造工業製品 

289 その他の金属製品 043 その他の金属製品 

152衣類・その他の繊維既製品 016 衣服・その他の繊維既製品 

洗濯費 673洗濯・理容・美容・浴場業 098 洗濯・理容・美容・浴場業 

ガソリン 211石油製品 028 石油製品、石炭製品 

電気 461電力 063電力 

ガス 462ガス・熱供給 064 ガス・熱供給 

水道 471水道 065水道 

事務局手数料 659 その他の非営利団体サービス 091 他に分類されない会員制団体 

その他 

211石油製品 028 石油製品、石炭製品 

531 金融・保険 069 金融・保険 

111 食料品 011 めん・パン・菓子類 

（出典）アンケート調査及び大分県，岩手県産業連関表（それぞれ平成 27年）より 

 

及効果は節末の表６，表７に示すとおりである。ただし，紙幅に限りがあるた

め統合大分類に集計した結果を掲載している。 

 まず，それぞれの地域における直接効果の合計を見ると，安心院地域で約

6,100万円，遠野地域で約 4,500万円であった。こちらは単純に宿泊料から利 

益相当額を引いたものを宿泊数で乗じたものである。すなわち，宿泊料の内，

安心院地域で 66％，遠野地域で 53％が支出として消費に転換されている。総合

効果の合計はそれぞれ約 8,700万円，約 6,600万円であった。直接効果（合計）

からみた総合効果（合計）は安心院地域で 1.42倍，遠野地域で 1.49倍である。

これは，農家民宿経営が地域産業に対して支出した額に，追加で 2,000万円程

度の経済効果が生まれていることを意味する。 

主だった産業への効果を見ると，両地域ともに農業部門への効果が大きく，安

心院地域で 1,600万円，遠野地域で 1,500万円 13） の総合効果が見られた。農

林水産業全体で合算するとそれぞれ 2,200 万円，1,900 万円の総合効果が波及
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しており，地域の第一次産業への影響が一定数あることが示された。林業部門

を見ると，直接効果は０であるが，間接一次効果で経済効果が波及しているこ

とが分かる。これは，工芸体験などで利用される木材購入費などが波及してい

った結果であると予想される。飲食料品部門への総合効果は安心院地域で 830

万円，遠野地域で 580万円である。この差は，平均宿泊料，各費目の宿泊料比

などによって直接効果が異なることが影響していると考えられる。 

 

４）分析の限界 

 本研究では，農家民宿経営による地域への経済波及効果分析を実施した。そ

れぞれの地域で農林水産業を中心に様々な産業部門への経済波及効果が観察さ

れた。ただし，次の分析上の課題があげられる。 

 Briassoulis (1991)が指摘するように，ツーリズムによる影響をどの程度の

範囲（調査地域）で分析及び集計するのかは重要である。従って，本研究の場

合，「地域経営型グリーン・ツーリズムに取り組む地域における農家民宿」が「当

該地域へもたらす経済効果」を算出することが最終目的であるため，本来であ

れば市町村レベルでの分析及び集計が望ましい。ただし，精度の高い小地域レ

ベルの産業連関表を作成するためには，既存の産業連関表を可能な限り多くの

情報を用いて按分する必要がある。したがって，十分な情報が得られない場合

は大きな計算誤差を生みかねないため，今回は既存の産業連関表（都道府県表）

を採用した分析に至った。都道府県と市町村では産業構造や各産業部門の自給

率が異なるため，各産業への経済波及の比率や，経済波及効果（総合効果）の

精度が粗くなってしまう。振興施策が市町村経済に与える効果の算出は強く要

望されているため，今後の課題としたい。 

 また，前述の通り，産業連関分析では，需要均衡を前提条件とした分析をし

ているため，ある部門で新たな需要/供給が発生した際に，ある別の部門への需

要/供給が減少する事象を考慮できないことや，税金や投資部門を考慮できない

ことといったことが課題となっている。従って，例え精度の高い産業連関表を

用いて計算したとしても，算出された経済波及効果は計算誤差を含んでいる可

能性を否定できない。 

 産業連関分析には以上のような課題が存在しているため，これらを考慮した上
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で，得られた結果を解釈する必要がある。 

 

表６ 安心院地域（大分県）の経済波及効果 

コード 産業部門 直接効果 
間接一次 

効果 

間接二次 

効果 
総合効果 

1 農業 13,291,547 2,900,851 163,385 16,355,783 

2 林業 0 1,151,027 5,245 1,156,272 

3 漁業 4,400,000 323,564 18,984 4,742,548 

6 鉱業 0 209 6 216 

11 飲食料品 6,328,249 1,661,088 309,742 8,299,079 

15 繊維製品 409,917 66,692 20,726 497,334 

16 パルプ・紙・木製品 4,407,036 143,769 8,930 4,559,735 

20 化学製品 0 306,291 25,611 331,902 

21 石油・石炭製品 5,541,152 494,870 97,301 6,133,323 

25 窯業・土石製品 0 34,085 4,700 38,784 

26 鉄鋼 0 197,749 5,109 202,858 

27 非鉄金属 0 20,232 1,048 21,280 

28 金属製品 619,922 48,657 5,078 673,657 

29 一般機械 0 11,320 3,299 14,619 

32 電子部品 0 4,331 1,183 5,514 

33 電気機械 0 2,635 6,674 9,309 

34 情報通信機器 0 427 3,770 4,196 

35 輸送機械 0 92,451 80,753 173,204 

39 その他の製造工業製品 1,066,984 490,555 36,133 1,593,672 

41 建設 0 163,157 32,780 195,937 

46 電力・ガス・熱供給 3,106,697 643,637 225,788 3,976,122 

47 水道 687,027 131,864 99,398 918,289 

48 廃棄物処理 0 54,131 28,140 82,271 

51 商業 1,222,171 1,558,080 870,916 3,651,167 

53 金融・保険 457,472 833,487 724,931 2,015,890 

55 不動産 0 431,429 2,274,994 2,706,423 

57 運輸・郵便 1,367,164 2,182,018 352,788 3,901,969 

59 情報通信 0 915,654 650,694 1,566,349 

61 公務 0 76,578 65,814 142,392 

63 教育・研究 0 12,484 273,986 286,470 

64 医療・福祉 0 14,866 707,246 722,112 

65 
他に分類されない会員制

団体 
17,170,123 98,174 161,999 17,430,297 

66 対事業所サービス 0 1,971,328 296,375 2,267,702 

67 対個人サービス 1,297,022 58,522 925,609 2,281,153 

68 事務用品 0 141,205 13,819 155,024 

69 分類不明 0 310,523 30,654 341,177 

合計 61,372,482 17,547,939 8,533,609 87,454,030 

（出典）平成 27年大分県産業連関表を用いて分析  
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表７ 遠野地域（岩手県）の経済波及効果 

コード 産業部門 直接効果 
間接一次 

効果 

間接二次 

効果 
総合効果 

1 農業  6,741,329 1,962,993 106,615 8,810,938 

2 畜産 5,875,000 347,875 30,448 6,253,323 

3 林業 0 460,199 7,398 467,597 

4 漁業 3,541,667 72,904 11,056 3,625,626 

5 鉱業 0 98,660 747 99,407 

6 飲食料品 5,074,317 459,088 251,157 5,784,562 

7 繊維製品  471,862 14,402 2,624 488,889 

8 パルプ・紙・木製品 2,209,802 303,365 14,336 2,527,503 

9 化学製品         0 246,230 4,305 250,535 

10 石油・石炭製品    2,302,547 138,730 17,026 2,458,304 

11 窯業・土石製品   0 28,276 2,821 31,097 

12 鉄鋼         0 20,960 -585 20,375 

13 非鉄金属       0 2,551 198 2,749 

14 金属製品       727,535 39,642 3,556 770,733 

15 
はん用機械、生産用機械、

業務用機械 
0 12,647 3,212 15,859 

16 電子部品 0 8,855 617 9,472 

17 電気機械 0 2,540 456 2,996 

18 情報通信機器 0 504 3,294 3,798 

19 輸送機械        0 63,271 30,343 93,614 

20 その他の製造工業製品 1,243,103 287,049 34,200 1,564,352 

21 建設         0 196,341 41,260 237,601 

22 
電力・ガス・熱供給、水

道 
3,539,843 872,558 286,024 4,698,425 

23 廃棄物処理 0 90,735 116,046 206,781 

24 商業         581,199 1,533,767 680,559 2,795,525 

25 金融・保険      223,256 602,157 611,654 1,437,067 

26 不動産        0 377,407 1,960,199 2,337,606 

27 運輸・郵便    993,094 2,169,024 333,006 3,495,124 

28 情報通信 0 743,407 463,751 1,207,158 

29 公務         0 73,721 46,870 120,591 

30 教育・研究      0 13,429 245,190 258,619 

31 医療・福祉 0 5,713 507,933 513,646 

32 
他に分類されない会員制

団体 
9,980,170 72,036 115,634 10,167,839 

33 対事業所サービス 0 2,708,657 461,924 3,170,581 

34 対個人サービス 831,106 70,554 857,565 1,759,225 

35 事務用品 0 99,861 11,422 111,284 

36 分類不明 0 285,178 32,445 317,623 

合計 44,335,833 14,485,283 7,295,307 66,116,423 

（出典）平成 27年岩手県産業連関表を用いて分析 
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７. おわりに 

本研究では，農家民宿経営における費用構造の解明及び詳細な経営調査を実

施し，農家民宿の経済波及効果について定量的に評価した。特に，これまで明

らかにされてこなかった，農家民宿経営の費用構造を示したことは学術的な研

究蓄積にとどまらず，現場においても経営指標の一つとして活用可能な研究成

果である。また，農家民宿による地域への経済波及効果分析では，特に農林水

産業部門を中心に様々な地域産業へ経済効果が波及していることが明らかにな

った。一方で，農家民宿経営における「経営者の生活」と「農家民宿部門」の

厳密な切り分けや，経済波及効果分析における制約/強い仮定など，様々な課題

が残った。雇用創出効果などの評価も含め，今後の追加調査，分析を通じて課

題を解消していく。 

近年のグリーン・ツーリズムの関連政策を巡っては，導入当初は農村振興策

としての性格があったものの，農泊が導入された 2017年頃からは，観光政策と

しての性質を強め，収益性の追求が強調されている（大學・納口(2019),佐藤

(2022)）。従って，より多くの利用客を地域へ呼び込み観光消費額を増加させる

こと，即ち，産業連関分析での直接効果に当たる部分を増加させることに重点

が置かれている。しかし，今回の調査対象のような地域経営型グリーン・ツー

リズムに取り組む地域では収益性も重要であるが，何より無理せずに楽しんで

顧客を受け入れることを重視している 14）。本研究の結果から分かるように経営

者の多くは高齢であるため体力面等を考慮すると，従来の副業的な経営から，

収益性を重視する本業的なビジネスへの転換は困難であると予想される。その

ため，既存の地域経営型の経営体においては，支出に占める自家生産品・地元

産品の割合を高めるなど，地域の自給率を高めることで直接効果・間接効果の

地域外への漏出を防ぐ方策がより現実的かつ効果的な農村振興に繋がるだろう。

ただし，地域においてどのような宿泊施設経営が農村振興に最適であるのかに

ついては，一般的な民宿，ホテル，旅館などに対し本研究と同様の調査を実施

し比較検討する必要がある。今後の課題としたい。 

 また，COVID-19 の世界的感染拡大化の中で，観光客の志向も変容した。農家
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民宿では人との交流に重点を置いている経営が多いものの，観光客は飲食店や

宿泊施設のスタッフとの接触を避ける傾向にある（日本観光振興協会(2021)）。

こうした新たな局面において，農家民宿を始めとしたグリーン・ツーリズム，

農泊による農村振興政策の妥当性について，前述した課題を含め，議論を深化

させる必要があるだろう 15）。 

 なお，本研究の成果は関連学会での報告および論文投稿を予定している。ま

た，筆者の博士論文の一部として構成する予定である。 

注 

１）Dwyer et al. (2004)によると，規模の小さい地域・産業を対象とする場合，産業連関

分析と応用一般均衡分析の結果の差は観察されにくくなることが知られている。 

２）観光乗数法などの分析では，研究対象とする産業部門に関連する詳細な事業所調査など

を実施する必要があり，調査期間，調査費用共に膨大になってしまう欠点がある。 

３）山﨑・原（2014b），都市農山漁村交流活性化機構（2016） 

４）特に産業連関表上の宿泊業について，中間投入の比率を考慮した。 

５）事前調査は 2021 年 12月中旬に実施した。また，筆者がこれまでに実施した農家民宿経

営に対するヒアリング調査（e.g.大學・納口(2019)）も参考に調査項目を設定した。 

６）民泊新法は，住宅宿泊事業法の通称であり，平成 29 年に成立した法律で，急速に増え

る宿泊ニーズに対応しつつ，健全な民泊サービスの普及を図る目的に導入された。年間提

供日数の上限を 180 日（泊）とするなどの諸条件があるものの，従来の旅館業法に比べ必

要とする設備面などで参入ハードルが低い制度となっている（観光庁『民泊制度ポータル

サイト』（https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html）(参照：2022.09.05)

より）。 

７）一般社団法人日本旅館協会「平成 30 年度営業状況等統計調査」より。ここでの旅館営

業とは宿泊料金に夕食・朝食を含む。また，小規模とは客室数が 30 室以下の経営を指す。 

８）一般社団法人日本旅館協会「平成 30 年度営業状況等統計調査」より。 

９）本研究では，産業連関表の小地域化を実施するにあたって，アンケート調査によって農

家民宿経営に必要な食料，材料，資材等の調達先を市内，市外，自家生産の３分類での把

握を試みた。しかし，無回答の割合が高く，分析に耐えうる数を収集できなかった。また，

小地域化にあたって，地域経済では他地域からの流入した財・サービスを示す移入額及び，

他地域への流出を示した移出額が非常に重要なデータとなり，最終的な経済波及効果の計

測結果に影響を与える（大久保・石塚(2009)）。このデータは複数地域間の取引を表した

地域間産業連関表から得るケースが多い（小長谷・前川(2012)）。しかし，平成 17年地域

間産業連関表をもって作成を中止しているため，地域間産業連関表についても浅利・土居

（2016）などで紹介されている手法を用いて作成する必要がある。 
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10）小長谷・前川（2012）や入谷（2012）などでは，産業連関分析に関する理論や，実際の

分析事例が紹介されている。他にも，観光地の経済効果推計マニュアル（日本観光協会

(2000)）も公開されている。 

11）安心院地域ではコロナ禍以前，年間で約 1万人泊の宿泊受入れ実績があった。また，遠

野地域では事務局（認定 NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク）を通過しない予約に

ついては正確な数を把握していない。そのため，地域間比較の観点から両地域の宿泊数を

1万人泊と仮定して分析している。 

12）栗原・大江（2002）は，地域内の消費を前提にした場合，最終需要（直接効果）に自給

率を乗じる必要はないとしている。 

13）安心院地域は農業部門単体の，遠野地域は農業と畜産の部門合計額である。 

14）筆者らによるこれまでのヒアリング調査より（e.g.大學・納口(2019)）。 

15）グリーンツーリズムに関連する農村政策においては，日本村落研究学会編（2005）で指

摘されているような「新たな農村問題」などに考慮した議論が必要である。 
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