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コラム

ＪＡの新たな組織基盤強化と地域活性化
──潜在的なエネルギーと協同の力──

1947（昭和 22）年の農協法の公布から 61 年を迎えるいま、戦後の農協運動を支え、
汗を流して中核として活躍された組合員の世代交代がまさに進行している。こうしたな
かで、農協の基礎組織として農協に対する組合員の種々の意思反映や協同活動の場とし
て重要な役割を果たしてきた「農家組合」も、高度経済成長以降から現在に至る大きな
変化のもとでその機能が大きく変化し、弱体化してきている。かつてはほとんどが農家
だけで構成されていた農業集落も非農家が過半を占めるところが出るなど、地域社会は
大きく変化している。しかも近年の少子・高齢化のもとで人口の減少と地域の活力が低
下する山間地域をはじめ多くの農村で、農地の保全と地域の活性化、そして地域の住民
が安心して暮らすことができる地域づくりが大きな課題となっている。
こうした状況のもとで、ＪＡの組織基盤の強化に向けて１戸複数組合員化、特に農村
女性や次世代の組合員化、さらに農と協同組合の精神を理解してくれる地域住民を准組
合員化する取り組みが各地で行われている。
こうした取り組みに加えて、ＪＡ北信州みゆきでは、「組合員・地域と共に歩み、と
もに地域を興す開かれた農業協同組合」を目標として掲げ、地域住民の参加を得て「農
家組合」を、自らが住む地域の課題を皆で話し合う新しい組織に発展させることを提起
して、モデル的な取り組みを開始している。またＪＡ松本ハイランドでは、「農家組合」
が主体的に①協同活動の参加意欲昂揚、②集落営農（農地の利活用、農作業受委託ほか）、
③営農計画の策定、④健康管理・高齢者福祉活動、⑤組合員の拡大と組織活動、⑥環境
保全型農業の推進、⑦食農教育活動をテーマとして取り組むこととし、モデル「農家組合」
を設定して地域住民と農と食を通じた新たな交流を開始したり、耕作放棄地の解消に主
体的に取り組むなど種々の活動が生まれている。
また、ＪＡ北信州みゆきが実施した、広範な世代の男女を対象としたアンケートの結
果を見ると、地域の将来を皆で話し合って取り組むことの必要性とそうした場への参加
の意思が示されている。ＪＡ松本ハイランドでも「農家組合」のリーダーがいるとこ
ろで各種の創造的な活動が生まれ、ＪＡの常勤役員も参加した農家組合長とのワーク
ショップが大きく盛り上がったという。ＪＡあづみでも女性部の助け合い活動が発展し
て、組合員だけでなく、地域の住民も参加する元気な高齢者の生きがい活動に広がり、
地域でも大きな位置を占めてきている。
広島県のあるＪＡの支店でも地域の種々の組織と地域の生活環境の改善などに取り組
むことにより、組合員とＪＡのつながりが深まり、そのことがＪＡの事業や運営によい
効果をもたらしている。
これらの動きが示唆しているのは、組合員の主体的な力、あるいは気づきがあり、そ
れを提案させ、きっかけをつくることができるなら、地域の活性化につながる新たな協
同のエネルギーを生み出せる可能性があることである。
今日、人間関係が希薄化し、地域社会のつながりが弱まっているなかで、内閣府経済
研究所や農水省などで各種の調査研究が行われ、ソーシャル・キャピタルをコミュニ
ティーの再生との関連で重視し、政策化する方向が明確になっている。
こうした動きを先取りして組合員の潜在的なエネルギーを協同活動に結集して、「組
合員と地域住民が安心して暮らすことができる地域社会づくり」──コミュニティーの
再生にＪＡは確信をもって取り組むべきだと考える。

（社）ＪＡ総合研究所 常務理事
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地方再生戦略の射程──域内経済循環構築の必要性──
東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授

安藤 光義 （あんどう みつよし）

１．「地方の時代」とは何だったのか

「地域再生」は現在の政策における重要なキーワードである。昨年の夏の参議院選
挙の結果を受けて与野党は「格差是正」を旗印に掲げており、
「ふるさと納税」もスター
トするなど人々の目は「地域」に向かっている。それはこれまでの「田舎暮らし」
「農
村回帰」「定年帰農」といった農山漁村に対する関心の高まりとは質の異なる潮流を
形成しようとしている。これからさらに進むことが予想される地方分権も踏まえれ
ば、再び「地方の時代」が訪れようとしているということになるかもしれない。そ
れだけに一時のブームに流されることなくその意味を正確につかむ必要がある。そ
れには「温故知新」が有効だと考える。
「地方の時代」が取りざたされたのは 1970 年代後半である。これは当時の長洲
一二神奈川県知事が提唱した、分権型の政治・行財政システムを基礎とした新しい
社会システムを目指す理念であった。しかし、その後に発生したバブル経済と首都
圏一極集中により、「地方」への関心は開発促進的な「リゾート」へと矮小化され、
「地方の時代」が掲げた理想は忘れ去られてしまう。今回の一連の政変が収まった後
に歴史は繰り返すことになるのだろうか。「地方」「地域」に注目が集まっているい
まこそ、客観的な情勢の把握と地に足をつけた戦略が必要だろう。ここで失敗すれ
ばせっかく高まった「農山漁村」への関心に冷水を浴びせ、追い風を逆風にしてし
まいかねない。歴史の轍を踏まないためにも本稿では最初に 1970 年代後半に高まっ
た「地方の時代」とは何だったのかを振り返るところから始めることにしたい。
オイルショックによる高度経済成長の終焉、世界的な低成長時代への突入という
のが「地方の時代」が脚光を浴びた時代背景である。先進諸国がスタグフレーショ
ン編注１）に悩むなか、ME 化（マイクロエレクトロニクス分野の技術革新によってＮ
Ｃ〈数値制御〉工作機械や高度なロボットなどを導入し、生産性を向上させた）によっ
て競争力を高めた日本だけが独り巨額の貿易黒字を積み上げ、1980 年代半ばにジャ
パン・アズ・ナンバーワン（世界一の日本）と呼ばれる基盤の再構築が進められた
時代であった。一方、同時に「地方」と「都市」との経済的格差が縮小した時代で
もあり、一時的なトレンドだったが、この時期、三大都市圏への人口移動は流入か
ら流出へと転じている。こうした情勢をとらえた当時の第３次全国総合開発計画で
は「定住圏」構想が前面に据えられ、
「経済」から「生活」へと国民の価値観も大き
く転換しようとしていた。以上のように、
「地方の時代」の時代背景は、経済不況（オ
イルショック後の大不況とバブル経済崩壊後の長期不況）
、人口移動の逆転（三大都
市圏への流入の逆転あるいは鈍化、「地方への人口還流」と「UIJ ターン」編注２）
「定
年帰農」
）、価値観の変化（「豊かなふるさと」と「田舎暮らし」
）、国土政策における
地方の位置付け（「定住圏」構想と「多自然居住空間」）など、現在と非常に似通っ
ていることに気付くだろう。
それでは「地方の時代」の到来に現実感を与えていた「地方」と「都市」との経
済格差の縮小は何によってもたらされていたのか、また、それはなぜ失われてしまっ
たのか。
わいしょうか

てつ

編注１）スタグフレーシ
ョンとは不況とインフレ
ーションが同時に生じて
いる状態を指す。

編 注 ２）J タ ー ン と は、
地方で生まれ育った人が
一度都市で働き、その後
また故郷とは違う別の地
方に移住して働くこと。

２．「地方の時代」の「光」と「影」̶地方衰退構造の定着̶
注１）安東誠一『地方の
経済学』日本経済新聞社
（1986）、20 ページ。

1970 年代に「地方」で進んだ経済構造の変化は、安東誠一氏の総括に従えば「貧
しい底辺」から「豊かな底辺」への編成替えということになる注１）。それは「地方」
と「都市」との所得格差の縮小という「光」をもたらす一方、その後の「地方」の
停滞を決定付ける「影」を刻印することになった。「貧しいながらも農業社会の構造
の上に地域の経済活動が一定の連関性をもっていた求心的な構造の解体が、外から
の力によって進んだ」ということであり、
「地域の産業や労働力は生産上の連関をな
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注 ２）前掲注 １）、94 ペ
ージ。安東氏は「地方の
住民は、自らの労働力に
よって生み出し、そして
全国的な生産体系のネッ
トワークによって逃げて
いく価値の一部を、財政
資金として取り戻すこと
は可能だが、そしてその
ことによって所得の上昇
─成長─は可能だが、生
産活動に成果を地域内で
自らの意思によって蓄え
に結びつけ、生産力を拡
大させる機会─まさにこ
れが発展の機会である─
を手に入れることはでき
ないのである」として、
この時代の地方経済を
「発展なき成長」のメカ
ニズムとして説明してい
る。同書 93 ページ参照。
注３）前掲注１）、129 ペ
ージ。

くし、日本経済の周辺的・限界的な経済単位と化してしまった」ということである。
この時代の「地方」経済の相対的浮揚要因は、①労働集約的な工場の地方への進
出、②公共事業を代表とする財政支出の急増、③①と②がもたらす雇用効果に基づ
く個人消費の拡大の３点にまとめることができるが、なぜこれらが「地方」に「影」
を落とすことになったのだろうか。以下、順に検討することにしよう。
結果的に①は「地方」経済を極めて広範な下請系列関係に組み込み、
「都市」との
垂直的な分業関係を強化し、低賃金労働力の販売にますます依存せざるを得ない構
造が固定化された（就業者１人当たりの賃金格差はこの時期に拡大している）こと
と表裏一体であった。政策米価も二重の意味でこの構造を支えた。１つは多就業と
ともに農家世帯の低賃金を補う役割であり、もう１つはコメ収入の存在が低賃金雇
用を可能にし、企業の成長を支えたということである。こうした構造のもとでの「地
方」のキャッチアップは「大都市なみの消費生活水準とひきかえに、自らの存在を
縁辺的な存在に変えていった」結果なのである注２）。そして、これは比類なき輸出競
争力を誇った「株式会社日本」の力の源泉でもあった。
オイルショックによる経済不況に対する景気対策として実施された公共事業も「地
方」経済の牽引車となった。また、「福祉国家」のもとで進められた、地方交付税と
社会保障という財政措置による所得再分配政策は「地方」を支えた。しかし、その
結果として「地方」は公共事業という「輸血」に依存する構造がビルトインされて
しまったのである。
③については再び安東氏による「日本経済のサービス経済化」と連関させた的確
な整理を引用することで説明に代えさせていただく。
「1970 年代に日本経済の重心
が第３次産業の方に移動し、同産業を主体に雇用が伸びたことも、雇用の大都市へ
の集中をチェックし、人口の地方定住化に大きな効果を発揮した。公共事業や工場
分散が地方に雇用を増やしたが、それが兼業農家や主婦の現金収入の機会を増やし、
家族多就業のパターンが家計消費支出を急速に高め、まわりまわって地域の第３次
産業の市場と雇用の拡大を生み出した。地域におけるサービス化の最大の効果は、
地域の外から追加された雇用・所得機会を、サービス市場の拡大をとおして地域内
に何段階にもわたって再配分したことである」注３）。

３．１次産業を起点とした域内経済循環構築の必要性
以上が「地方の時代」を演出した構造であり、それは図１のようになる。「域外」
からのインプットへの依存を強めることで「成長」を実現したというのがその構図
であり、インプットを送り込む「パイプ」が取り外されてしまえば「域内」で循環
するものも失われざるを得ないという関係になっている。その後、ほとんどの「地
方」が「域外」への依存度を高めた結果、
「パイプ」は「生命維持装置」と化してし
まう。これはまさに「成功の失敗」と呼ぶべき事態である。そして、現在、
「パイプ」
の１つであった「工場等の進出」はアジア・中国へフライトしてしまって取り外され、
もう１つの「パイプ」である「財政資金」も行財政改革・構造改革によって送られ
てくるインプットは次第に枯渇してきている。
この構図が再び機能する
ことは考えられない。それ
【図1】地域経済の成長のしくみ
ゆえわれわれは、かつての
「成功体験」を捨て去り、
「域
（域外から）
（域 内 で）
内」に注目した地域活性化
移出型地域
戦略の構築に転換せざるを
産業の成長
得ない。小さくても、また、
財 政 資 金
どのようなものであっても
所得・雇用
個人消費
構わない。とにかく「域内」
機会の増加
の 拡 大
工場等の進出
での自立的な経済循環を創
り出すことが求められてい
サービス産業
るのである。そして、
「域内」
等の市場拡大
での自立的な経済循環を創
（出典）安東誠一『地方の経済学』日本経済新聞社（1986）、79ページより引用。
り出すには１次産業の振興
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が、それも「域外」への単なる原料供給ではなく、域内経済循環を射程に入れた戦
略的振興が求められているということなのである。JA 総研の今村奈良臣所長が指摘
する「輸血から造血へ」という言葉が意味するものはまさしくこの点にある。「地方」
は 30 年以上前のオイルショックの時代に立ち戻り、ようやく「原点」からの出発が
始まったということなのかもしれない。ただし、以前と異なり、域内経済循環の起
点たるべき農林水産業の衰退が著しいという点が大きな違いではあるが。

４．
「地域内再投資力」
構築による地域活性化戦略̶役割を増す基礎自治体̶

注４）例えば、中小企業
論では金融機関の不良債
権処理と中小企業の「貸
し剥がし」との関係とそ
れを克服するための実践
例を示した山口義行氏の
論考は１つの解答をわれ
われに与えてくれている
ように思う。山口義行『誰
のための金融再生か』筑
摩 書 房（2002）、 同『 経
済再生は「現場」から始
まる』中公新書（2004）。
また、毛色は異なるが、
社会的収益率は高いが私
的収益率が低いため本当
に必要な資金供給が円滑
に進んでいない環境、福
祉、文化などへの社会的
投資を引き出すための
「社会投資ファンド」と
いった考え方と通ずると
ころがあるように思われ
る。「社会投資ファンド」
については、西村清彦・
山 下 明 男 編『 社 会 投 資
ファンド』有斐閣（2004）。
注５）佐藤俊幸『コミュ
ニティ金融と地域通貨』
新評論（2005）など。
注６）岡田知弘『地域づ
くりの経済学入門』自治
体研究社（2005）、136 〜
137 ページ。以下の「 」
内はページ数を示さな
かったが、同書からの引
用である。

「域内経済循環」は筆者のオリジナルではない。既に多くの研究者が、特に自治体
地域経営論、中小企業政策論、中小企業金融論などの立場からその必要性を提起し
ている。そこに共通しているのは、経済発展のためには投資が不可欠であり、その
投資を内発的に生み出すような仕組みの構築とそのための政策支援が求められると
いう点である注４）。こうした視角は「NPO セクター論」「地域通貨論」と共有すると
ころが大きい注５）。「まわるべきところに資金がまわっていない」ため地域経済が衰
退しているのであり、地域活性化にはこの問題を克服する必要があるということで
ある。そして、この鍵を握っているのが基礎自治体であり、「地域内再投資力」の構
築であると岡田知弘氏はみる。
岡田氏は従来型の地域開発政策を、①「従来型の地域開発政策は、あくまでも、
その時代のリーディング産業を育成するための立地政策であり、その地域の総体と
しての発展、とりわけ住民の生活の向上や自然環境や歴史環境の保全をめざすもの」
ではなく「産業の交替が急ピッチですすむにつれて、これらに依拠した地域は不況
地域に転落」せざるを得なかった、②「実際には（産業開発による地元企業への）
トリックルダウン効果（trickle-down; 徐々に流れ落ちる、浸透する）は少なく、むしろ、
公害や財政赤字が地元に残る構造が生み出され、当該地域経済の持続的発展に結び
つくことがほとんどなかった」、③従来型の地域開発が「地域経済の持続的発展につ
ながらなかった原因は、それらの投資の仕方と資金・所得の循環のあり方に求めら
れ」
、公共投資は「一過性の投資であり、それ自体が利益を生み出して、自動的に再
投資の循環が始まる」ことはなく「企業誘致についても、地元から一定の労働力を
調達するものの、原材料や部品、サービスについては、多国籍大企業であればある
ほど、地元よりも系列企業から調達する場合が多く」、
「稼ぎ出した企業収益の多くが、
やはり東京を中心とする大都市に立地する本社に還流」してしまうと批判的にとら
える注６）。
その上で「地域経済が持続的に発展するということは、毎年、その地域でまとまっ
た投資がなされること」であるという経済原則に立ち返り、その実現のためには「そ
の地域において、地域内で繰り返し再投資する力＝地域内再投資力をいかにつくり
だすかが決定的に重要である」と結論付ける。それは図２のように示される。そこ
では「毎年、あるまとまったお金を地域内に投資することにより、そこで雇用や原
材料・部品・サービスの調達を繰り返し、地域内の労働者や農家、商工業者の生産
と生活を維持・拡大する力が備われば、住民１人１人の生活がなりたち、地域経済
の持続的発展が可能となる」姿が描かれている。そして、誘致企業と地元農産物等
加工販売事業所の立地確率と雇用効果の違いの検討を踏まえた上で、
「他力本願的な
開発ではなく、地元に根付いた再投資主体を自ら意識的に形成することによって、
地域に仕事と所得を生み出す方が、はるかに地域の持続的発展につながる」として、
従来型路線との決別を宣言する。
岡田氏が図２で特に注目しているのは、国民年金や社会保障給付として家計を補
充する資金の流れと、再投資主体としての基礎自治体が行う財政支出のあり方であ
る。今後、高齢化がますます進むなかでは「域外」からインプットされる「年金」
による購買力の比重は増加することは確実で、そこからの支出が「域内調達率」を
高めることが地域の投資主体の再投資力の強化につながるとすれば、そのような方
向での商工業支援策を図るべきだというのが前者の政策に対する示唆である。後者
については、
「基礎自治体の財政支出は、民間企業の投資力が少ない過疎自治体ほど、
量的にも、質的にも大きな役割を果たして」いるだけに、
「大型公共事業により普通
会計支出の多くを地域外に流出」させてしまわず、「地域内の事業者や村民に財政支
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出をできるだけ還流」させる
ことが決定的に重要であると
し、基礎自治体は「地域社会
の能動的な形成主体」たるべ
きだと主張する。いずれも将
来的には先細りが予想される
「域外」からのインプットでは
あるが、地域にとって貴重な
「外貨」であることに変わりな
い以上、
「域外」への漏洩をで
きる限り防ぎ、有効に活用す
るための戦略は練られるべき
急務の課題なのである。

５．お金に「意思」を持

【図2】地域内再投資力の概念図
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も、自治体間競争を通じ
て地域活性化を推進する
ための施策であると同時
に、お金に意思をもたせ
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とができるだろう。
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以上を踏まえ、
「域内経済循
環」構築による地域再生を経
（出典）岡田知弘『地域づくりの経済学入門』自治体研究社（2005 ）
、
済の「血液」である資金とい
1 4 1 ページより引用。
う視点からとらえれば次のよ
うに言うことができるだろう。
お金に「色」は付いていない。どのような稼ぎ方であってもお金はお金である。
賄賂で手にしたお金も、競馬で当てたお金も、麻薬密売で得たお金でさえも金融機
関に預けられてしまえば全く区別はつかない。この「色」が付いていないお金は常
に増殖への衝動に駆られた存在である。われわれのわずかな普通預金の残高ですら、
それは金利を求めて世界を駆け巡るグローバル・マネーの原資となるのである。本
来であればお金は人々の幸福のために存在していたはずなのに、どこでボタンの掛
け違いがあったのか、一転して人々を不幸にする役回りを引き受けているようにみ
える。こうした性格を持つお金に「色」を付け（地域密着型の通貨とし）、意思を持
たせる（投資先を社会倫理的に方向付ける）ことでお金本来の役目を取り戻し、グロー
バル・マネーの暴走を制御し、自らのために役立てようという取り組みが必要であり、
それこそが「域内経済循環」の本質なのである注７）。
そして、このような仕組みを構築するための基盤となるのが、文字通り「日々の糧」
を供給する農林水産業であり、日常生活に密着した、なくなることのないサービス
業である。特に前者は重要である。というのは、ほとんどの生産物は販売を前提と
して生産されているのに対し、農作物や畜産物、魚介類、それらの加工品は使用価
値としての役割は決して失われないし、直売所での販売も「お裾分け」的な色彩を
帯び、加えて家族経営は自給的性格を持った自己雇用という特徴もあり、グローバル・
マネーの攪乱に「抵抗力」があるからである。また、１次産業を支える「地域資源」
の最大の特徴は「非移転性」にあるため誘致企業と異なり、どれだけ発展しても得
たお金のかなりの部分は地元に落ちることになる。これは「域内経済循環」の実現
にとって大きな「強み」である。どのような地域にも必ずあるのが１次産業であり、
その資源を有効に活用し、加工などによって付加価値を高め、さらにはグリーンツー
リズムによって「域外」からの「外貨」の調達を図るという「地域活性化」戦略は、
「域内経済循環」構築による地域再生という性格も有しているということなのである。
それゆえ「６次産業化」の推進は「域外」に流出している付加価値を取り戻す以上
の意味がある。そして、「域内経済循環」という視点からすればそれを農林水産業の
枠内だけで考える必要はない。むしろ、これからはローカル経済を活動の場として
いる地場中小零細企業と１次産業との連携が鍵を握ることになるように思う。農林
水産業と地場産業との連携を強く意識した「域内経済循環」構築は地域再生にとっ
て焦眉の課題なのである。
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地域おこしへの私の５つの提言

論 説

s
r
e
d
Lea
前

̶̶ＪＡの役職員はいま何をなすべきか̶̶
㈳ J Ａ総合研究所 研究所長

今村 奈良臣 （いまむら ならおみ）

言

「ＪＡほど人材を必要とする組織はない」という考え方を私はかねてより提言し、
主張してきたが、農業協同組合法が還暦を迎え、ＪＡをめぐる内外の環境が激変し
つつある現在、これを私の５つの提言としてまとめて、ＪＡの役職員の皆さんに提
起したいと思う。相互扶助の思想（理念）に原点を持ち、人的結合を基本とするＪ
Ａは、環境の激変のなかで、ますます人材を必要としている。本稿は 2007 年 11 月
12 日にＪＡ全中・ＪＡ全国教育センター「ＪＡ経営マスターコース」において講義
した「地域おこしへの私の 15 の提言」を紙数の制約で圧縮して、その核心部分の５
項目について述べたものである。

１．Challenge at your own risk. ／ Boys, be aggressive!
この２つの言葉に凝縮された内容が、これまでの私の生き方であったが、もし、
皆さんも同意されるならば、この精神で新路線を切り拓いてもらいたい。
Challenge at your own risk という言葉を私は「挑戦と自己責任の原則」と訳
している。この言葉は、今から 24 年前から始めた三春農民塾（福島県三春町）を皮
切りに全国各地で推進してきた農民塾の塾生に説いてきた。その各地の塾生たちに、
私が講義してきたなかで最も胸に残っている言葉は何かと聞いてみたら、この言葉
であるという返答が多かった。各地の卒塾生たちが、それぞれの地域で先頭を切っ
て目覚ましい活動をしているが、おそらくこの言葉を胸に刻みつつ日々活動してい
るのではないかと考えている。
この Challenge at your own risk という言葉に私が身をもって接したのは、今
から 25 年前にアメリカ、ウィスコンシン大学に客員研究員として行った折、中西部
の農民にこの言葉を聞かされた時であった。アメリカでの農場の継承に関する日本
人による研究がまったく無かったのでその調査をした。父親が引退を決意した時、
子どもたちに農場を譲るのであるが、子どもたちのなかで「私が買います」という
子どもに農場は引き継がれて行く。それは長男でなくても次男でも三男でも次女で
もよい。中西部では大借地農が一般的であるが、そのなかの核となる種地つまり自
己所有地を、父から意欲ある息子（または娘）が買って農場経営者になるのである。
長男が原則的に無償で継ぐ日本とは決定的に異なる事態に私は驚きの目を持って調
査するとともに、その時発せられたこの言葉が胸に迫った強烈な経験があった。ア
メリカがすべて良いとは言わない。しかし、アメリカ農民の強靭さの原点はここに
あったのかと泣き言を言わない農民の姿を改めて考えたのであった。
Boys, be aggressive という言葉にも私は強烈な印象を持つとともに、これまで
この言葉に含まれている精神で何事も実践してきた。「自らの新路線を切り拓き積極
果敢に実践せよ」と私は自ら訳している。この言葉は、明らかに、明治初頭、札幌
農学校を去るに当たりクラーク先生が学生たちに残したかの有名な言葉 Boys, be
ambitious つまり「青年よ、大志を抱け」という言葉をもじったものである（なお、
Boys というのは一般名詞であり Girls も当然含み、男女差別の言葉ではない）。
さて、 Boys, be aggressive という言葉は今から 45 年前、私が東京大学大学院
を修了して㈶農政調査委員会に研究員として就職した折、その理事長をされていた
故東畑四郎氏（農林事務次官、日銀政策委員等を歴任。私どもの先生であり文化勲
章を受章された故東畑精一東京大学名誉教授の実弟）が言われた言葉である。この
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注 ） 家 の 光 協 会、197 8
年 12 月

言葉はずしんと私の胸に響いた。要するに青年たる者、学界の通説や先輩たちのもっ
ともらしい言説などを恐れずに自らの信じることを積極果敢に推進し実践せよ、と
いうことだと分かった。この農政調査委員会で私は農業補助金制度の持つ矛盾と欠
陥を徹底的に解明し、当時の中央集権的画一型農政の改革のための研究と提言を行
いたいと東畑四郎氏にお願いしたら、物心両面から多大な研究的支援をいただくこ
とができた。そうした一連の研究成果を最終的には『補助金と農業・農村』注）とし
て公刊したが、これは第 20 回エコノミスト賞を受賞することができ、東畑四郎さん
に恩返しができたと思っている。また、上記著書では、画一的中央集権的補助金制
度を徹底的に改革し、地域の主体性、内発性を生かす交付金制度への改革を具体的
に提案していたが、その構想は、2000 年の中山間地域への直接支払交付金制度の創
設に理論面、制度面からも寄与することができたと考えている。
さて、以上述べたような背景のもとで、この２つの言葉 Challenge at your own
risk と Boys, be aggressive の持っている意味は理解していただけたと思う。し
かし、これはあくまでも私のこれまでの経験のなかから生まれ私なりにさまざまな
分野の実践のなかで生かしてきたものではあるが、しかし一般化、普遍化できる本
質的なものを持っているように思う。
ＪＡの役職員の皆さん、とりわけＪＡの中堅、若手の職員にこの２つの言葉を贈
りたいと思う。この２つの言葉の内包する精神を、ＪＡの改革、地域農業の改革と
新路線の開拓に生かしてほしいと心からお願いしたい。

２．計画責任、実行責任、結果責任
私はこれまで数多くの政府関係の審議会の委員や会長を、またＪＡではＪＡ全中
に設置されたＪＡ改革推進会議の座長などを務めてきた。それらの会議で常に口に
し、提案してきたことが、この「計画責任、実行責任、結果責任」ということであっ
た。このごろでは横文字にして「Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ」というような表現を用
いる場合もある。
農業、農政の分野で、これまで満天の星のごとく、大から小に至るまで数多くの
「計画」と称されるものが作られてきた。それは予算を取るための計画から、予算を
実行するための計画に至るまで実に多様なものがあった。
また、ＪＡでも３年おきのＪＡ全国大会から、各レベルの各種連合会、単位ＪＡ
に至るまで、「計画」と名の付く大小の印刷物が氾濫していることは周知のことであ
り、いまさら解説するまでもないと思う。しかし、それらの計画の実行状況、実践
状況はどうなっているか担当者以外にはほとんど公表されずに外部から容易にうか
がい知ることはできない。農林水産省ではやっと基本計画にかかわる事項について
は「工程表」というものを作ったようだが、それも実行の「計画」ではあっても実
行の実績については部分的にしか分からない。
ＪＡの分野ではどのようになっているのか包括的に一度尋ねてみたいと思っている。
そして、最も重要なことが、計画を実践した「成果」
「結果」である。これが判然
としない場合が圧倒的に多い。
色々の機会に単位ＪＡにお伺いして、総代会資料などを拝見する機会があるが、
「計
画」をどのように「実行」して、どのような「結果」
「成果」が上がったか、という
ことを部門別に明らかにするとともに全体の経営と活動を明快に示しているＪＡも
無いわけではないがやはり圧倒的に少ないようである。とりわけＪＡの活動を通じ
て地域農業と組合員がどれだけ活力を持ってきたか、地域農業の改革が、内外の社
会経済状況の変化のなかでいかに進み活力が増してきたか、というような「結果責任」
を明確に分析、総括した総代会報告書にはまれにしか出会わない。
管内の地域農業と組合員に対して責任を持つはずのＪＡは、改めて「計画責任、
実行責任、結果責任」を明確にして、その「結果責任」の分析を通して次期の「計画」
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をすばらしいものに作り上げるべきでなかろうか。
「絵に描いた餅は食えない」と昔から言われてきた。絵に描いた餅、ともいうべき、
「計画のための計画」がＪＡ陣営では多すぎはしないかと、
私なりに痛切に考えている。
「計画責任、実行責任、結果責任」を合言葉に、ＪＡの活動スタイルを、遅くはな
い今こそ変えるべきだと提案したい。

３．トップダウン路線からボトムアップ路線へ
かねてより私は、食料・農業・農村政策のあり方についての基本スタンスとして
「トップダウン農政からボトムアップ農政」への転換と改革に全力を上げて取り組む
べきであると主張してきた。このことは、単に農政の分野においてのみならず、農
協においても組織、運営そして活動スタイルにおいて、そういう観点から改革すべ
きであると強調したい。
新型リーダーの出現を待望する。いまや、食管時代に象徴され、かつ活動を行っ
てきた旧型リーダーは高齢化も進み引退を余儀なくされつつあり、それに代わるリー
ダー層が活躍中であるが、過渡期のリーダー層は市場シグナルへの適応力は弱く、
ともすればトップダウン農政への過去の魅力に取りつかれ、すがりやすいという弱
点を持っている。いま、農業、農村の分野で必要とされているリーダーは、地域の
内発的発展力を主体的に組織し、市場のシグナルに敏感に応え、多彩な情報発信を
内外にわたって行い、次代を担う青少年たちの意欲をかきたて組織しつつ、それら
を実現するうえで必要な国や県などへの農政改革要求を明示した活動スタイルを打
ち出すことができる者である。こうした新時代にふさわしいリーダーこそが求めら
れている。
「輸血から造血へ」を合言葉としよう。上に述べたリーダー像を別の姿でとらえれ
ば、従来のように国からの輸血によって地域農業が生き延びてきたような姿に替え
て、自らの地域の農業の体力の改革、つまり構造改革を通じて造血しさらなる飛躍
と発展方向を見出そうではないかという提案である。そのためには、ひとり農業者
や農協だけでは体質の改革はできない。地域の核となる農協を中心に産・学・官・
消の連携と多彩なネットワークを作り上げ、英知を結集し、地域農業の改革を通し
て新たな飛躍を図るべきであろう。食品産業や流通産業のエキスパート、国立大学
や公私立大学等の研究者、県や市町村の志ある行政マン、そして辛口ではあっても
食の安全、安心を説く最終需要者である消費者を農協の主体性のもとに組織し、地
域農業・農村の将来像を描き、それへの道筋を作り上げ、活力ある地域を創り上げ
ようではないか。その場合重要なことは平等原則を改め公平原則を徹底することで
ある。従来、農協はややもすれば「クソ平等主義」であったが、真に汗を流した者
に報いる公平原則を徹底するべきことを強調しておきたい。

４．農業ほど男女差のない産業はない
「農業ほど男女差のない産業はない」という言葉を青森県の JA 田子町の常務理事
の佐 野房 さんから、JA − IT 研究会第 20 回公開研究会で聞いた。別の表現で私も
これまで同じようなことを言ってきたが、これほど明快に言われたことは初めてで
あり感動した。碓かに統計的にみてもこれまでの日本農業は女性により６割支えら
れており、他のどの産業分野でもこういう姿は見られないと言ってよい。しかし、
農協の正組合員に占める女性比率は低く、さらに理事や総代に占める女性比率は極
めて低率である。男女共同参画社会の実現ということがスローガンでは叫ばれてい
ても実態はお寒い限りである。
農産物直売所は地域農業の司令塔であり、その運営の主力は女性である。しかし、
農村の女性のすばらしいエネルギーの発揮は直売所を通じて現実には進められてい
る。その経営や運営、そして多彩な農産物や加工品の供給は女性が行っていると言っ
さ

の

ふさ
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ても過言ではない。いま、直売所は推定して全国に 5000 店（常設、有人、周年運営
のみ）、売上高は推定 6000 億円と言われている。農協が関与しているのは２割程度
とされているが、女性が中心であり、主力となっているものが圧倒的に多い。その
女性たちは農村の高齢技能者（私は農村の高齢者を高齢技能者と呼ぶ、五体に智恵
と技能を内包している）を巧みに生かしつつ、老人ホームなどに追いやらず、智恵
と技能を生かした多彩な農業生産に励んでもらい、ある日大往生を遂げていただく
路線、つまり「ピンピンコロリ路線」を推進しているのである。
農地は子孫からの預りものである。この思想を私は各地の農民塾生たちに説いて
きた。先祖から農地を受け継いできたということは当たり前のことで、これから生
まれてくる子孫から借りているという思想のもとに良好な状態で農地を返していく
ことが重要だ、と農民塾生たちに説き各地で実践してもらっているが、この私の思
想に応えてくれるのは農村の女性が多い。子どもを生み育てるという女性の感性が
鋭く働くのではなかろうか。耕作放棄地は、人の手による「下刈り」でなく、
「牛の舌
刈り」で解消し、放牧に必要なリーダー牛は Rent A Cow で借りてこよう、とい
う呼びかけにも、女性の方々の方が敏感に応えてくれている。農村女性の内に秘め
るエネルギーを発揮できるような地域社会を作ることは農協の責務であると思う。

５．農業の６次産業化の推進に全力を
「農業の６次産業化」ということは、私が今から 12 年前に全国で初めて提唱した。
当初は１＋２＋３＝６ということを考えたが、２年後に１×２×３＝６とした。１
次産業＝農業、２次産業＝食品加工業、３次産業＝流通・販売業ということである
が、０×２×３＝０、つまり農業が無くなれば終わりだ、という意味で掛け算にし
た。単に農産物を作るだけでなく、多様な姿の農産物加工や食品生産、さらに流通、
販売に至るまで行い消費動向など把握しつつ、付加価値を増やし、農村に新しい雇
用の場を作ろうという提案である。もちろんそれだけに止まらず、グリーンツーリ
ズムや修学旅行の受け入れなど多彩な活動、農村と都市をむすぶ活動や食農教育に
関する活動を行おうという提案であった。これは、全国各地に受け入れられ活発な
活動が進められているが、さらに内容を豊かにし、水準を高めてもらいたいと念願
している。
「３：３：３：１（＝１０）の原則」を推進しよう。
これは、農産物販売戦略の基本路線を提起したもので、リスク最小の原則、と私
は考えている。つまり、３割は直売・直販、３割は契約販売、加工販売、インショッ
プ ( ＝スーパー・量販店等の店内に入っている直売店 )、等での販売、３割はバクチ、
１割は試作販売と私なりに位置づけている。初めの２つには説明は要らないだろう。
バクチと呼んだ３割は農協共販のことである。農協共販と言いながらその実は要す
るに中央卸売市場に出荷しているだけで販売ではない。バクチを打っているだけに
すぎないと思う。しかし、バクチを打つならもうけるように打てと言いたい。さら
に大事なことは、常に試作販売をしない産地は衰退して行く。このリスク最小の販
売戦略を詳しく述べる余裕は無いので参考文献で勉強して、全力をあげてリスク最
小、生産者手取り最大の販売戦略を各農協の特性を踏まえて開発していただきたい。

むすび
私は以上を総括して次のことを提言したい。
「多様性のなかにこそ真に強靭な活力は育まれる。画一化のなかからは弱体性しか生
まれてこない。多様性を真に生かすのはネットワークである」
（注）紙数の制約で詳しく先進事例や実践事例にふれ得なかったが、
次のものにアクセスしてほしい。
（１）http://www.ja-so-ken.or.jp JA 総合研究所 Web「所長の部屋」
（２）http://www.jacom.or.jp 「今村奈良臣の農村活性化塾」
（３）「農協共販を抜本的に見直す」（『農村文化運動』NO.181、農文協）
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市民参加の農業振興
報

告
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コミュニティー形成を考える

（社）ＪＡ総合研究所 地域研究部 主席研究員

星

勉 （ほし つとむ）

１．はじめに
昨今、食への関心から栽培履歴だとか産消提携などフードシステムに関する議論
が盛んとなっているが、多くの議論や実践は地域社会のあり方までは踏み込むもの
とはなっていない。しかしながら食のあり方は、本来農業・農村のあり方、ひいて
はこの国のかたちを問う問題のはずである。
西山（2007）は、農村を基盤とする「土地コミュニティー」と産直や提携運動な
どのテーマ化されたコミュニティーである「人のコミュニティー」、この二つのコミュ
ニティーを両輪のように結び合わせた ローカルフードシステム を構築することで、
「より広く問題意識が共有でき、（略）自分たちの社会をよりよく発展させるために
必要な社会正義の実現という共的な目標が設定できる」と説く。
このような問題意識を持って実践している事例としてＮＰＯ法人「えがお・つな
げて」があり、以下彼らの活動概要を報告する。

２．「えがお・つなげて」の活動

［写真］
遊休農地再生農場での作
業風景。

NPO 法人「えがお・つなげて」は、山梨県北杜市を活動拠点に地域共生型のネッ
トワーク社会を創ることを目的として 2001（平成 13）年に設立されている。
具体的には、「地域共生型の市民ネットワーク社会を作るために、それに必要ない
ろいろな社会的要素、例えば農林水産業、教育、医療福祉、地域産業、環境、文化といっ
たもののあり方を、まちづくりや、人づくりの観点から研究提案し、かつそれらが、
社会の機能として実際に働くように社会の仕組みを作って運営する事業を行い、もっ
て地域社会および日本社会に暮
らす人々全体の利益の増進に寄 活動の概要
項目
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
与することを目的」
としている。 生産量（農場
約0.3
約1.5
約3
主 な 活 動 内 容 と し て は、 グ 規模） 解説 単位：ha 遊休農地の開墾から始め、大豆、トウモロコシ、さつまいも
などを企業との契約で栽培。
リーンツーリズムなどの都市農 売り上げ
13,000
17,000
23,000
28,000
38,000
解説 単位：千円 NPO法人総収入
村交流活動、農林業、自然エネ
950
2,800
3,300
3,500
3,800
来客数
ルギー研究開発、食品開発、食
解説 単位：人
雇用者数
0
1
2
4
5
育活動などである。
解説 単位：人 非常勤込み
33
33
35
36
このように活動領域は多種に イベント回数
解説 単位：回 フォーラム、
シンポジウム、
ワークショップなど。
及ぶが、設立当初から取り組ん イベント参加者 950
1,050
1,100
1,180
1,350
解説 単位：人 フォーラム、
シンポジウム、
ワークショップなど。
でいるものに、2003（平成 15）
年度より構造改革特区制度を活
用し、所有者、北杜市と３者で
10 年間賃借する契約を結び、灌
木や雑草が密生し荒廃した遊休
農地３ha 分を、農地として再生
させた活動がある。この過程で
は、低額有給のボランティアア
ルバイトを全国から募り、その
結果多くの応募があり、現地に
定住する若者も出てきた。再生
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された農地では、大豆等や野菜が農薬や化学肥料を使わずに栽培され、販売されてい
る。林業についても、NPO 法人の代表者である曽根原久司氏が法人を設立する以前
の個人的活動であるが、薪山２ha の利用権を購入し、薪を年間 300 ｔ程度販売する
と同時に、椎茸栽培の原木の販売などを行っている。

３．今後の活動意向──関東ツーリズム大学
これまでの北杜市での活動実績や構築した人的ネットワークを踏まえ、関東全体に
拡げる事業活動「関東ツーリズム大学」を 2008 年夏に開講する予定にしている。
パンフレットによると「各地域の耕作放棄地を再生した畑や田んぼだったり、廃校
や空き家を再生活用した施設だったり、山や海といった自然そのものだったり、カリ
キュラムに即した最適な 現場 が学びのフィールド、つまり教室となり授業が行わ
れます。そうするこ
関東ツーリズム大学を機能させるための組織体系
とで（略）その地域、
その場所でしかでき
ない授業を 体感
のもと学び、知識や
技術を育む」
、「地域
の遊休資源を再活用
していくことで、効
率よく社会に貢献し
ていく」、などのビ
ジョンが掲げられて
いる。
関東ツーリズム大学のホームページより

４．最後に──科学的な人材育成システムづくりが不可欠

（引用文献）
西山末真「ローカルフー
ドシステム構築から考え
る共 生社会 実 現の可能
性」
『共生社会へのみち
すじ』共生社会システム
研究第 1巻第１号 2007。
ＮＰＯ法 人「 えがお・
つなげて」ＷＥＢページ
2007。
「関東グリーンツーリズ
ム大学」ＷＥＢページ

旧来からある農村コミュニティーは、村での人付き合いから農業水利など共（コモ
ン）による地域資源管理まで集落での生活全般に及んでいる。弊害部分もあるがこう
した古き良き伝統は、共（コモン）から切り離された都市住民にとってはかけがえの
ない存在で、食育の問題をはじめ、子ども同士のいじめやキレやすい子どもの問題な
どに対して、解決の糸口を与えてくれると期待される。しかしながら、そうした伝統
の良さはその地域に行って経験するのでなければ身に付けることはできない。
解決方策の１つとして、「はじめに」でも引用したように、 ローカルフードシステ
ム を構築することが考えられる。そのためには、両コミュニティーの結節点となる
人材の育成が不可欠である。
筆者が地域活性化のモデル事例を訪ねて行き、なぜ他の地域とは異なって活性化が
図られたのかを問いただすと、「たまたまそういうリーダーがこの地域にいたから」
という答えが返ってきて、普遍化できないケースが多い。
この点に関し、同法人が今後の活動として予定している関東ツーリズム大学につい
て筆者が行った、代表者である曽根原氏への取材によると、「大学の組織体系（＝人、
モノ、カネ、情報）化と人材育成を同時に行う。そのためには、プロセス管理（plan
→ do → see 等）が大事であり、両者について設定したフィールドを舞台として、ス
パイラル的に発展させていきたい」とのことであった。
これまでわが国のグリーンツーリズムや農村活性化の試みで足りなかったのは、何
より企業社会のなかにあって、社会的正義の実現やそれに貢献できる（アグリ）ビジ
ネススタイルの確立であり、そのための組織的な人材育成（最終的には市民の参画）
であろう。同法人の今後の活躍に期待したい。

2007。
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ＥＵにおける環境対応と地域での取り組み
研究レポート 地域研究部
（社）ＪＡ総合研究所 主任研究員

赤 川 茂（あかがわ しげる）

１. はじめに
ＪＡ総合研究所では、統合前の旧地域社会計画センター時代から継続実施してき
た「欧州地域社会開発研修」
（第 32 回）を実施した。2007 年 10 月１〜 12 日にかけて、
ＪＡグループ関係者 21 人の参加を得て、欧州５カ国を訪問した。
今回の研修テーマの１つである環境問題への対応においては最近話題となってい
るバイオマスエネルギーの取り組みについて視察する機会を得た。視察できた国は、
訪問順に、スウェーデン、ハンガリー、ドイツであり、スウェーデン、ドイツはこ
の分野の取り組みではＥＵをリードする国である。
わが国においても、
「バイオマス・ニッポン総合戦略」が、2002 年 12 月 27 日に
閣議決定されて以来、2005 年２月における「京都議定書」の発効および同年４月の「京
都議定書目標計画」の閣議決定、さらに 2006 年３月には「新バイオマス・ニッポン
総合戦略」が閣議決定された。こうしたなかで、バイオマス燃料導入の重要性が明
確化され、国産バイオマス燃料の利用促進について関係省庁間連携のもと、実用化
に向けた各種取り組み等が進められている。
ＪＡグループ等においても、現在、各地でバイオマス燃料の生産に向けた試みが
行われ始めている。今回の視察を通して得られた情報が少しでも参考となればと考
えている。
そこで本稿では、①ＥＵ全体としての環境対応やバイオマスエネルギー政策への
取り組みの経緯について、②スウェーデン、ハンガリー、ドイツにおけるバイオマ
スエネルギー政策（概要）と視察先（施設等）での取り組み状況等について概略を
報告する。

２. ＥＵにおける環境対応・バイオマスエネルギー政策
（１）背景
ＥＵでは、1970 年代から環境政策の主要な優先事項・目的を「環境行動計画」と
して策定し、これまで５次にわたり取り組んできた。現在、第６次環境行動計画（2002
年７月から 2012 年までの 10 年間）に基づいて、４つの優先分野、７つの戦略テー
マを策定し、取り組んでいる。このなかの優先事項として「気候変動」を挙げており、
地球温暖化防止との関係で、大気中の温室効果ガスの削減に向けた長期的な取り組
みが重視されている。
（２）京都議定書
また、ＥＵでは、「京都議定書」のもとＣＯ２ の排出を 2008 年〜 2012 年の間に、
1990 年水準比８％削減することが求められているが、この目標達成のための１つの
手段として、ＥＵ全域を対象とした温室効果ガスの「多国間排出権取引制度（ＥＵ
−ＥＴＳ）」を 2005 年１月１日から世界で初めて稼動させている。
（３）バイオマスエネルギー政策の動向
ＥＵでは、温室効果ガス排出量の多くが運輸を含むエネルギーの生産・消費によっ
て発生しているとの基本認識のもとこれまでに以下のような対策が取られてきた。
・1997 年：アムステルダム条約で持続可能な発展を追求することがＥＵの目標とし
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て規定され、翌年公表された「再生可能エネルギー白書」では、再生可能エネルギー
比率を 1996 年の６％弱から 2010 年には 12％とする目標が立てられた。
・2000 年：「運輸部門でのバイオ燃料あるいは他の再生可能燃料の利用を促進する欧州
議会・理事会指令」により、加盟国が国内市場で販売される自動車燃料に占めるバイ
オ燃料の割合を 2005 年末に 2％、2010 年末までに 5.75％とする目標が定められた。
・2001 年：「再生可能エネルギー促進のためのＥＵ指針」で電力で使用する再生可能エ
ネルギーの割合を 13.9％（1997 年）から 22％（2010 年）に増加させる目標が定められた。
・2004 年１月：「エネルギー税共通枠組み指令」が発効。
これにより、最低税率の規定対象を石炭、天然ガス、電力に拡大する一方、石油
製品に対する最低税率を引き上げることで、エネルギー価格を上昇させ、エネルギー
利用の効率化と再生可能エネルギー活用を促進させることになった。それは、同指
令で従来の自動車燃料についてのＥＵの最低税額が引き上げられたが、再生可能エ
ネルギーの利用では課税の減免が認められたからである。
・2005 年 12 月：「バイオマス分野での行動計画」を発表し、2010 年までのバイオマ
スエネルギーの利用拡大を打ち出した。
・2006 年２月：「バイオ燃料のためのＥＵ戦略」を発表し、農産物からのバイオ燃料
の生産奨励に乗り出した。同戦略では、３つの目標が掲げられ、①ＥＵと発展途上
国におけるバイオ燃料の普及、②コスト競争力をつけ次世代燃料としての研究を促
進し、バイオ燃料利用を加速する、③バイオ燃料生産を発展途上国に根付かせ持続
可能な経済発展に寄与する、と同時にバイオ燃料が及ぼす便益にも説明が及んでい
る（石油資源への依存回避、温室効果ガスの排出抑制、ＥＵ・発展途上国の農業従
事者への新たな市場機会の付与等）。
・2006 年６月：「欧州連合におけるバイオ燃料── 2030 年以降に向けてのビジョン」
により、2030 年までに道路運輸部門の燃料需要量の４分の１相当をバイオ燃料で賄
うという長期目標を立てた。このなかで示されたロードマップで、
「第１世代（従来
型）バイオ燃料」から「第２世代（次世代）バイオ燃料」への移行が示され、主に
リグノセルロース系バイオマスを原料とする等、より幅広い原料から生成され、土
地と食料との競合を減らすことが期待された。
・2007 年３月：ＥＵサミットでは、2020 年には再生可能エネルギーを少なくとも
20％利用すること（バイオ燃料使用は 10％を義務付けることを目標）に合意した。
〈資料：日本機械工業連合会『ＥＵの環境と産業』（平成 17 年度版）参照。〉

（４）バイオマスエネルギーの生産動向
こうした政策展開のなかで、ＥＵのバイオマスエネルギー生産量は、表１のとおり、
2003 年から 2006 年にかけて大きく増加している。特にバイオエタノール・バイオ
ディーゼルのバイオ燃料は、この間 3.6 倍と大きな増加を示している。シェアが大
きいのは
【表1】EUのバイオマスエネルギー生産量推移（単位：Mtoe(石油換算百万t）
木質エネ
2003年
2004年
2005年
2006年
ルギー等
固形バイオマス
で あ り、
52,488
55,587
58,678
─
（木質エネルギー）
2005 年 に
バイオガス
3,912
4,277
4,708
5,347
は 88.4 ％
バイオ燃料※
1,514
1,933
2,992
5,376
（2003 年
バイオマスエネルギー計
57,914
61,797
66,378
─
比 11.8 ％
※バイオ燃料：バイオエタノール・バイオディーゼルの計。
増）を占
（資料）出所「NEDO海外レポート」（No.1007）
めている。
国別にＥＵ内での順位をみると、木質エネルギー生産量が多いのは、スウェーデン、
ドイツである。バイオガス生産はドイツ、バイオディーゼル・バイオエタノールは
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ドイツ、スウェーデンが多い。なお、ハンガリーは木質エネルギー生産量の増加率
ではＥＵ内で２番目となっている（表２参照）。
【表2】訪問国のバイオマスエネルギー生産（2005年）
木質エネルギー
（単位：Mtoe）
スウェーデン

7.937(2)

ハンガリー

1.112(13)

ドイツ

7.861(3)

EU合計

58.678

バイオガス
（単位：ktoe）

バイオディーゼル
（単位：toe）

バイオエタノール
（単位：toe）

29.8(15)

8,366(9)

144.509(2)

7.1(16)

0(-)

2.406(8)

1,594.4(1)

1,548.000(1)

144.640(1)

4,707.6

2,245.093

557.288

※（ ）の数値はEU内の順位。
（資料）出所「NEDO海外レポート」（No.1007）

３. スウェーデン
スウェーデンはＥＵ内でも環境対応では先進的な国である。視察先として、ス
ウェーデン農業省を訪問した。同省の担当官より、スウェーデンの農業政策の現状
と課題、農業政策における環境問題の位置付けとバイオマス燃料政策についてヒア
リングを行った。以下、同国の環境対応とバイオマス燃料政策について概要を記す。

［写真］
スウェーデン農業省での
レクチャー。

（１） 環境政策
スウェーデンの農村振興計画（2007 〜 2013 年）は、ＥＵの承認を受けて、７年
間で 350 億クローナ（約 7000 億円）の予算を組んでいる。ＥＵとスウェーデンで
半々で補助を行うものであるが、同金額はスウェーデン負担額である。この計画は、
環境と再生可能な農業を目指しており、地域住民の参加も視野に入れたものであり、
次の４つの項目からなる。
① 収益追求的な農業、林業
② 環境・地方の保全
③ 生活の質の改善・多様性
④ 地域のリーダー
予算配分は、① 14％、② 69％、③８％、④７％であり、やはりスウェ−デンでは
環境保全への取り組みはこれまでも伝統的に行ってきているため、予算配分も多く、
国家としての重点課題である。また国民の環境問題に対する関心も高く、意見聴取・
公開討論会などを経て、国民の要望による効果的な規制が設けられているといった、
国民主導型の環境政策が採られており、エネルギーの獲得・消費よりも環境の持続
可能性が優先される仕組みとなっている。
さらに、スウェーデンでは 2050 年を見据えて「環境政策目標１６」（1999 年）を
掲げて、それぞれ達成期限を定め、冊子（カラー図入り）を配布するなど国民に周
知させており、達成状況については国民に報告されている（以下 16 項目）。
① 人間にとって安全な範囲内の気候変動
② 清浄な大気
③ 自然界レベルの大地や水源の酸性化
④ 毒物のない環境
⑤ 紫外線の影響を抑える能力を持つオゾン層
⑥ 安全な放射能被爆環境
⑦ 富栄養化の解消
⑧ 多様性豊かな湖と河川
⑨ 良質な地下水
⑩ バランスのとれた海洋環境、多様性豊かな海浜と群島
⑪ 生態系が豊かな湿地帯
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⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

多様性豊かな森林
生産力・生物的多様性・文化的多様性豊かな農耕地
雄大な山岳環境
人の健康と環境を守る都市計画
動植物が豊かな生態系

（注）⑯は 2006 年に追加。

注）主に大陸性の気候地
域で生育し、北部ヨーロ
ッパでは広く見られる。
典型的な平原や丘陵地帯
の植物であり、多数の枝
を持つ低木であり、スウ
ェーデンでは短期輪作作
物としてエネルギー源と
して利用されている（N・
EI バ ッ サ ム『 エ ネ ル ギ
ー作物の事典』より）。

（２） バイオマス燃料政策
スウェーデンでは、現在、再生可能エネルギー（特にバイオ燃料）に関する長期
戦略を立てている。将来におけるスウェーデン社会は、バイオマス資源をより多く
需要する社会となることを予測の大前提としている。特に、農業・森林分野では２
つの新しい役割が期待される。１つ目は、産業としての再生可能な資源を生産する
ことであり、２つ目にはＣＯ 2 削減にとって大変重要な役割を果たすことである。従っ
て、エネルギー、農業、バイオテクノロジー、森林、廃棄物等の分野では、バイオ
マス資源の生産増加について特に関心が高まっている。
スウェーデンのバイオマス資源で最も多いのは、国土の約 60％を占めている森林
である。農作物からのバイオマス生産は限りがあるが、将来、森林バイオマス資源
を利用したエネルギーへの貢献はさらに重要になる可能性がある。
今日、バイオマスエネルギー利用のために生産されている主な作物は、サリク （ヤ
ナギ）注）であり、他に、藁、穀物、麻、クサ葦（イネ科）等である。
2006 年には、穀物原料のエタノール生産量は、年間６万ｍ 3（必要量の 20％）
、
５万台のエタノール車（エタノール含有率 85％のガソリンＥ８５を燃料として使用
できる）分を賄える量である。また、ＲＭＥ（ナタネ油メチルエステル）は、年間
４万 5000 ｍ 3 生産されている。今後、次世代バイオ燃料として、セルロースからの
エタノール生産、バイオガス化への期待が高い。
次に、スウェーデンの税制についてである。首都のストックホルムでは渋滞税（乗
入税）が導入されているが、環境にやさしい車（ハイブリット車、エタノール車等）
や公共車には免除されている。また、特にＣＯ 2 排出量が多い運輸部門からのＣＯ 2
削減のために、ガソリンに二酸化炭素税（ＣＯ 2 税）とエネルギー税がかけられている。
そのため、ガソリン価格が高く設定されており、政府の補助金が投入されているエ
タノール（Ｅ８５）価格の方が安く設定されている。
このように、スウェーデンでは自国のバイオマス資源の強みを生かして、環境問
題への取り組みを進めているが、そのなかでも農林業の果たす役割をしっかり自国
の戦略で長期的な視点から位置付けて、しかもＥＵの農業・環境政策とも整合性を
とりつつ進めていることがよく理解できた。

４. ハンガリー
［写真］
ハンガリーの発電施設。

ハ ン ガ リ ー は、2004 年 ５
月 に Ｅ Ｕ に 加 盟 し た。 現 在、
2009 年の通貨統合を控えてい
る。同国におけるエネルギー
事情は、平地が多く、大規模
水力発電に適した地域がない
ため、化石燃料が１次エネル
ギー供給の大半を占めている。
以前は国内で生産される石炭
の比率が高かったが、現在は、
原油、天然ガス等ロシアから
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の輸入に依存しており、エネルギー自給率は 30％台と低い。最近では、国内発電の
主力は原子力発電であり、約４割を占めている。
視察先は、ブダペスト市郊外センテンドレにあるウッドチップを燃料とした発電
施設（Bioho -Energetikai）および同施設を管理・運営している「MoD Budapest
Forestry Co.、以下 MoD（国防省森林局株式会社）」である。以下、当該施設とハン
ガリーのバイオマスエネルギー政策についての概要を記す。
（１）MoD（国防省森林局株式会社）の概要
MoD は、ハンガリー国防省が所有・経営する森林 10 万 ha のうち 3 万 2000ha を
経営している。MoD の経緯は以下のとおり。
・1993 年
社会主義からの体制変革により民営化し国防省森林局株式会社とし
て新活動分野に進出。
・1994 年
加熱発電を開始。
・2003 年
木材を利用した発電所を設立。
・2004 年
発電と熱供給を併せたコージェネセンター建設、運営。
MoD の株はハンガリー政府が 100％保有、利害代表は国防省。事業内容は普通の
企業と変わらないが、国防省の指令に基づいて運営を行っているので軍隊の利益を
最優先した活動を行っている。主な事業活動は、森林運営（主に森林の整備、戦争・
訓練で被害を受けた森の復活）、木材販売である。民営化後の新たな事業活動は、野
生動物・家畜の出生管理、肉の販売、エネルギー生産（発電）、地域開発、エコツー
リズム等である。木材販売から得られる収入が最も多く、政府からの補助金はない。
エコツーリズムの活動は、地理学による教育用山道整備・植物園・魚が獲れる人口
池の造成・森林学校の経営、観光客のための施設整備等である。
（２）発電施設の概要
2004 年２メガワットと４メガワットのボイラーを設置。当該敷地内に暮らす 3000
人分の熱エネルギーを供給。全システムはコンピューター管理されており、加熱温
度等も自動調整。燃え残った灰は圧縮し自動的に回収している。原料である薪の市
場価格が高くなってきており、木の皮・木材チップを使用してコスト削減を図って
いるが、最近はこれらの価格も高くなってきており、市場価格がある一定の水準を
超えた場合は国防省管理局から森林を調達することでコスト対策を行っている。
また、加熱発電の原料を化石燃料（石炭・石油）から木材チップに代えたことにより、
二酸化炭素の排出は削減された。付加価値として、一酸化炭素、窒素化合物が発生
しない。
作業工程は、薪の回収から発電までの工程、発電ラインは 2 系列ある。木材使用
量は年間 2 万 2000 ｔ、ボイラーに供給する薪の品質・数量を一定にして均一な発電
をするため、素材の内訳・種類を厳しく規制している。原料の薪は全国より集績し
ている。建築廃材の利用は将来的には可能で計画もあるが、経費・均一な原料調達
が困難という問題がある。
発電所では電力の売買をしており、1 単価当たりエネルギーの購入価格は 37 フォ
リント（約 25 円）、販売価格は 23 フォリント（約 15 円）である。他の EU 諸国で
の販売価格は 22 セント（ハンガリーの約倍の価格）。将来的には EU 並価格での販
売も検討課題である。
発電された電力は各地域の電力会社に直接販売する。購入電力は施設運転のため
で、施設を 1 時間稼動させるのに必要電力量と発電電力量の比は、１：25 であり利
益が出ている。
最近は採算が取れるようになり従業員も増員、現在、27 人が勤務している。施設
のオペレーターは全体管理が 1 人、発電分配オペレーターが２人、機械設備オペレー
ターが５人。灰はゴミ置場に運んで処理する。農業用肥料、改良材として使用した
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いが農家の購買力がないため利用できていない。木材の調達価格が安いときには、
無料で運搬、分配していたが、高くなったためできなくなった。
1 年間で機械の点検・整備・部品交換のための休み（定期修理）が 1 週間、それ
以外は 24 時間稼動。勤務体制は、1 日 12 時間のシフト勤務制で朝 6 時から夕方 6
時までと、夕方 6 時から朝 6 時までの 2 交代である。
当該施設の建設・運営に当たっては、政府からの補助金は一切出ない。その理由は、
一次エネルギーの大半を輸入しているため石油業界や電力会社等の既得権益を擁護
しようとする業界の影響力が強いためである。
ハンガリーの木材自給率は 50％。薪の 1 年間の収穫能力が 1000 万〜 1200 万ｍ３で、
その内 400 万ｍ３を発電に利用。80 年前と比べると倍増している。
（３）バイオマスエネルギー政策
ハンガリーのエネルギー消費に占めるバイオマスエネルギー（木質、藁、バイオ
ガス等）の割合は現状では 3％だが、近い将来、4 〜 5％まで増やすことが計画され
ている。現状では、バイオ燃料生産は始まったばかりであるが、今後、バイオエタ
ノール、バイオディーゼルの生産を増やすことへの期待が高まっている。ハンガリー
の穀物生産可能農地 450 万ヘクタールのうち 80 万ヘクタールの農地はエネルギー生
産向け用地への転換が可能とみられることや、穀物生産が余剰であることが背景に
ある。
さらに、ＥＵ指令「運輸部門でのバイオ燃料あるいは他の再生可能燃料の利用を
促進する欧州議会・理事会指令」（2000 年）では、2010 年までに自動車燃料に占め
るバイオ燃料の割合を 5.25％とすることが求められているが、ハンガリーは取り組
みが遅れており、今後取り組みを加速化させる必要に迫られている。現在、政府で
は、バイオマス燃料生産工場・施設投資への支援、電力生産で使用されるバイオマ
ス燃料利用についての消費税廃止等の対策を取り始めているが、１次エネルギーの
大半を輸入に依存しているため、石油業界や電力業界等の影響力が強く、前記のよ
うな木質バイオマスを利用した発電施設や木質系からのバイオ燃料化への技術開発・
投資等に対する政府の支援策には限りがあり、今後の課題も多く残されている。

５. ドイツ

［写真］
ドイツのメタンガスに使
われる牛糞。

（１）バイオマスエネルギー政策
ＥＵにおける環境先進国ドイツでは、京都議定書による温室効果ガスの削減目標
は 21％であるが、ドイツ政府は温室効果ガスの排出削減に向けた総合戦略において、
2020 年までに 1990 年比排出量を 40％削減することを決めた。そして、2000 年４月
に施行された「再生可能エネルギー法」を改正し、風力等の自然エネルギーによる
発電割合を 2020 年までに現状の 13％から 25 〜 30％に引き上げ、家庭暖房において
も新築の家では、15％
の太陽エネルギーある
い は 50 ％ の バ イ オ ガ
ス等の化石燃料以外を
使用しなければならな
い、 と し た。 し か も、
京都議定書で決められ
た 目 標 で あ る 2012 年
までに温室効果ガスの
21 ％ 削 減（1990 年 比 ）
目標に対して、2005 年
時点では既に 18.4％に
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まで実績が積み上がってきている。
ドイツのバイオマスエネルギー生産は、前掲の表２でみたように、バイオガス、
バイオディーゼル、バイオエタノールにおいてＥＵ内で最大の生産国であり、さら
には風力発電、太陽光発電においても先進的な国である。
前述の「再生可能エネルギー法」により、電力会社は、企業や個人が再生可能エ
ネルギーで発電する電力を固定価格で購入することが決められたことから、急速に
再生可能エネルギーの生産が進み、2005 年には発電量のほぼ 10％を再生可能エネル
ギーが占めるまでになっている。

［写真］
ストックホルム郊外の農地。

（２）バイオガス施設
視察先は、ミュンヘン市郊外にある市営のバイオガス発電施設（カールスホフ発
電施設）である。以下、その概要を記す。
ミュンヘン市営のカールスホフ農園は 400ha の規模で、うち 120ha はバイオガス
供給源となる農地（うち 60ha 強はトウモロコシ、40ha 強は牧草地）である。他にミュ
ンヘン市所有の農場が 11 農場あり合計面積は 2300ha となる。
当農場では、自然エネルギーを積極的に利用している（ソーラーシステム、バイ
オエタノール、家畜糞尿、穀類、牧草等）。
バイオガス原料として、穀類を作付けしていたが穀物価格の上昇から現在は原
料としての作付けは行っていない（以前は 11 ユーロ /100kg、現在は 20 ユーロ／
100kg）
。
なお、当農園では、小麦 300t、大麦 200t、トウモロコシ栽培、600 頭の去勢牛の
飼育を行っている。従業員は市の職員であるが公務員ではない。
この農園のバイオガス施設は 1999 年に造られ、140kw の発電能力（建物 600 ㎡
程度の光熱費が賄える能力）がある。今後 500kw の能力に増強したいが、それに
はさらに牛 600 頭分の糞尿、140ha のトウモロコシ、100ha の牧草（３回採草 / 年）
が必要になる。熱エネルギーだけでなく冷却エネルギーとしても計画している。
発電機のエンジンはディーゼルエンジンを改良しメタンガス用としたもので、能
力は 70kw。通常のエンジンであれば 500 ユーロで購入できるが改良したため 2000
ユーロかけている。施設の稼働には１日当たり、12t の糞尿、４t のトウモロコシ、
４t の牧草が必要である。
また、バクテリア活動の最適温度とするため、一次醗酵（30 日間）は加熱し 50℃
とし、二次醗酵（30 日間）も加熱し 38℃とするが、加熱はメタンガスを利用した熱
交換器で行っている。
現在、年 100kw を発電しているが、外部に売り（16 セント / kw）必要な電気を
購入している（９セント / kw）。この差額分が儲けとなる。
１kw の発電の原価は 8 〜 9 セントだが、施設費（建物、機械の償却費等）を含
めると 4000 ユーロ / kw かかる。
この施設で発電され
た電気は、自治体（イ
スマミング）に販売し
て い る が、30 〜 40 世
帯分の光熱費を賄って
いる。
トウモロコシは３分
の１はバイオガス原料、
３分の２は牛のえさで
ある。バイオガスにて
発電後原料の残渣等は、
無臭の液体が残るが液
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肥として農地に散布している。
周辺 100km 圏内で 80 〜 100 のバイオガス施設があるが、ミュンヘン市内ではこ
の農場だけである。バイオガス施設の安全性については、発電機のエンジンは、費
用をかけて改良し、また醗酵槽内のガスはガス化した時点で即利用し、かつメタン
ガス濃度を 54％と低く抑えており、今まで事故はない。
なお、市で農地を取得し運営している理由は、公共施設の建設、インフラの整備
等民間では簡単に土地を提供することできないが、自治体で所有していればその辺
をスムーズに対処できることと、工事のため農地を提供した農家の代替地としての
役割も持っている。

６. おわりに
（１） わが国のバイオマス燃料政策
既述のとおり政府は、京都議定書が 2005 年４月に発効し、温室効果ガス排出削減
目標を達成するために、バイオマス燃料を輸送用燃料に導入する必要を強く認識し
たため、2006 年３月に「新たなバイオマス・ニッポン総合戦略」を閣議決定した。
そのなかで、バイオマス輸送用燃料の利用促進を加速化させるために、政府が国産
バイオ燃料の生産拡大に向けた工程表を示し、関係省庁連携のもと、稲藁や木材等
のセルロース系原料や耕作放棄地を利用した資源作物からエタノールを高効率に生
産する技術開発等を伴う各施策が打ち出された。その中心がバイオエタノールの生
産、バイオエタノール３％混合ガソリン（Ｅ３）の製造・流通等に関するものである。
すでにわが国では、関係省庁連携のもと、全国６か所（北海道・十勝地区、山形県・
新庄市、大阪府・堺市、岡山県・真庭市、沖縄県・宮古島・伊江村）等各地でバイ
オエタノール導入実証プロジェクトが行われており、また、農林水産省の「バイオ
燃料地域利用モデル実証事業（バイオエタノール事業）」によって、ＪＡグループで
も 2007 年度から北海道においてＪＡグループ北海道（北海道バイオエタノール株式
会社）、新潟県におけるＪＡ全農による実証プロジェクトがスタートしている。また、
「バイオ燃料地域利用モデル実証事業（バイオディーゼル燃料事業）」でも、茨城県・
土浦市、福岡県・新宮町等での実証プロジェクトもスタートしている。
（２） 今後の課題
今後これらの実証事業が進展し、バイオマス燃料が普及・実用化される段階を迎
えるには、バイオマス燃料の生産拡大方法、生産コストの問題、既存燃料（ガソリン）
との価格面競争、流通環境整備、政府の支援策（税制含めて）
、さらには環境面への
影響、食料需給動向等多くの解決すべき課題がある。現在、農林水産省において「農
林漁業バイオ燃料法案」を通常国会に提出する方針である。
すでにこうした問題に対して、ＥＵ諸国では、地球温暖化防止に向けた明確な危
機意識のもとに環境政策が議論・立案されてきた経験を有しており、そのなかでも
バイオマスエネルギーの利活用には今後大きな期待がかけられている。ＥＵ内でも、
国によりエネルギー・農業・林業事情はそれぞれ異なるものの、やはり政策の果た
す役割は大きい。また、バイオマスエネルギーの実用・普及化に向けて、燃料輸入
業界や電力業界等の協力などが必要不可欠であるわが国においても同様であろう。
参照資料一覧
１．スウェーデン農業省作成資料、ハンガリー国防省森林局（株）作成資料。
２．『平成１９年度環境・循環型社会白書』（環境省）
３．『平成１９年度食料・農業・農村白書』（農林水産省）
４．『バイオエタノールと世界の食料需給』（小泉達治）
５．『ＢＩＯ ＦＵＥＬ』（天笠啓祐）
６．『欧州地域社会開発研修（第３２回）報告書』（ＪＡ総研編集）
７．『ヨーロッパ環境都市のヒューマンウェア』（大橋照枝）
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現地調査

大豆の食農連携④：
「ふくしま大豆の会」に見る大豆の地産地消
（社）ＪＡ総合研究所 客員研究員

澤 千 恵 （さわ ちえ）（東京大学大学院

博士課程）

はじめに
「ふくしま大豆の会」は、福島県を範囲とした大豆の地産地消に取り組んでいるネッ
トワーク団体である。ＪＡ・加工業者・生協・消費者団体・農業者団体を構成員とし、
1998 年に発足してから現在に至るまで、参加する消費者の数を増やしながら継続さ
れてきた。本稿では、
「ふくしま大豆の会」の実践から、大豆の地産地消の可能性を
探りたい。

合言葉は「１万人集まれば安心大豆が食べられる」
遺伝子組み換え大豆輸入開始の前年である 1996 年に、コープふくしまで遺伝子組
み換え大豆の安全性を中心とした大豆に関する学習会が行われたことが、「ふくしま
大豆の会」の発端となった。学習会のなかで、「地元で生産された大豆を原料とする
加工品を食べたい」ということが確認され、ＪＡグループ福島に大豆の供給が要請
された。それに応じる形で、1997 年末にＪＡ福島中央会がコープふくしまとの協議
を開始し、同時に、コープふくしまの子会社である㈲コープフーズと、地元の醸造
業者で農協とも長い取引関係を持つ内池醸造㈱との連携が開始された。コープふく
しまは、「１万人集まれば安心大豆が食べられる」を合言葉として、県内の他生協に
も連携を呼びかけた。1998 年 2 月には、消費者団体（コープふくしま・コープあいづ・
県南生協・いわき市民生協・蓬莱たまごの会）
、加工業者（㈲コープフーズ・内池醸
造㈱）、生産者団体（ＪＡグループ福島、福島県農民連）の三者で「ふくしま大豆の
会」の準備会を立ち上げ、同年 7 月に同会が発足した。

需要の増加と、求められる安定供給
「ふくしま大豆の会」によって開発された商品は、会に参加している消費者団体
が、各団体の組合員または会員に販売する。共同購入を通じて「ふくしま大豆の会」
の商品を購入する消費者は、発足時は 7000 人（概算）であったが、徐々に増加し、
2006 年には 1 万 3000 人（概算）を数えた。当初の目標であった 1 万人を超えてな
お増加傾向にあり、増える需要に応えるために、「今後は、さらに契約栽培の産地を
増やし、安定供給が可能な体制をつくることが課題」
（ＪＡ福島中央会）とされている。
現在は、ＪＡみちのく安達、ＪＡあいづ、ＪＡ会津みどり、ＪＡそうまの 4 つの
ＪＡが契約栽培を行っており、団地化して大豆生産に取り組む集落営農組織や法人
が生産を担っている。主な大豆の品種は、スズユタカとタチナガハである。栽培基
準は消費者団体との協議で決められ、殺虫剤 1 回・殺菌剤 1 回（＋カメムシ等の多
発が予想される際には、事前に了解を得て散布）の低農薬栽培で生産されている。
「ふくしま大豆の会」では、以下のとおり多様なアイテムを揃えている。醤油（1 ℓ：
312 円）、味噌（1kg：417 円、2kg：714 円）、つゆ（1 ℓ：577 円）、絹豆腐（350g：
138 円）、木綿豆腐（350g：138 円）、豆乳（500 ㎖：298 円）、納豆（50g × 3 パック：
138 円）の７つで、どれも手ごろな価格である。主力商品は木綿豆腐、次いで納豆
であり、これら日配品を毎週購入する生協組合員の人数は、当初は 20％台だったが、
現在は 35％以上と増加傾向にある。逆に味噌・醤油などの調味料は、常時購入され
る食品ではないため、店舗での販売も始められて、共同購入に参加していない生協
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組合員や一般消費者も買うことができる方法がとられている。このことによって「ふ
くしま大豆の会」の認知度が高まり、地産地消のよりいっそうの広まりが期待される。

規格外極小粒大豆の商品化̶「生産農家応援納豆」̶
2006 年に、契約栽培主産地のＪＡあいづで、天候不順のため約 4t の規格外極小
粒大豆が生じた。「規格外の大豆を商品にできないか」という議論が、ＪＡあいづと
㈲コープフーズ等の間でなされ、「生産農家応援納豆」が商品化された。極小粒大豆
は納豆に適していたため、㈲コープフーズが納豆を製造、内池醸造㈱がタレを製造
した。期間限定で県内生協の店舗やＪＡあいづ管内の直売所で販売され、3 個パッ
クで 108 円という手ごろな価格だったこともあり、5 万 875 パックを完売した。
注目すべき点は、1 パック当たり 15 円が「応援基金」として生産者に支払われる
仕組みが実現されたことである。消費者が 5 円、販売者である「ふくしま大豆の会」
が 5 円、製造メーカーである㈲コープフーズが 5 円支払う形だ。5 万 875 パックを
売り切ったことで、76 万 3125 円の「応援基金」がＪＡあいづを通じて生産者に贈
呈された。この「応援基金」は、大豆種子の購入経費や交流事業などに活用されて
いる。
規格外大豆を原料とした商品が開発・販売され、さらに「応援基金」が贈られた
ことは、大豆の再生産にとって経済的な貢献となっただけではなく、「消費者が生産
者を応援している」というメッセージとして、生産のインセンティブの向上にもつ
ながっただろう。納豆の数量が限られていたことから期間限定の発売となったが、
今後、同様に規格外大豆が大量に発生したり、天候不良時に不作となったりした際に、
ふたたび「生産農家応援」という意味をもつ商品開発に取り組む礎となったと考え
られる。

おわりに
以上のように、「ふくしま大豆の会」は、消費者の遺伝子組み換え大豆に対する問
題意識から始まり、地域の消費者団体・生産者団体・加工業者の連携を構築し、大
注 ）http://daizunokai.
exblog.jp/ を参照。

豆の地産地消を進めてきた。産地の情報は、「ふくしま大豆の会 blog」注）で随時発
信されており、圃場の様子を知ることができる。また、全体の交流会に加えて、結
びつきの強い生産者と消費者の間での交流も行われている。大豆をめぐる食と農の
距離が、地理的にも精神的にも縮小されているといえるだろう。当初の合言葉であっ
た「１万人集まれば安心大豆が食べられる」という段階をクリアし、今後、大豆の
食農連携がどのように深化されていくのか、これからも注目が必要だ。

［写真］
「ふくしま大豆の会」の
マスコットキャラクター
が描かれた指定圃場の看
板 と、 収 穫 直 前 の 大 豆
（「ふくしま大豆の会」提
供）。
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Watcher

韓国のＦＴＡ戦略のゆくえ
（社）ＪＡ総合研究所 主任研究員

協同組合研究部

柳 京 熙（ユウ・キョンヒ）

2007 年 12 月 8 日に開催された「環日本海学会」主催の第 13 回学術大会（大会テー
マ「アジア太平洋の中の北東アジア」
）に、韓国東北亜経済学会の事務局長である姜
熙丁（Kang hee jeong）先生と共同で報告した内容を紹介したい。
「報告タイトル」

The prospect and tendency of Korea's FTA driving strategy
（韓国におけるＦＴＡ推進戦略の見通しと傾向）

1. 報告目的
2007 年 4 月 2 日に韓米ＦＴＡ交渉が妥結した。これは商品、サービス、貿易救済 (trade
remedies)、投資、知的財産権、政府調達、労働、環境等、貿易に関連するすべての
品目を網羅した包括的な妥結である。この経済規模は 14 兆ドルと推定されており、
ＮＡＦＴ（北米自由貿易協定）の 15 兆ドルに迫る水準である。
今後、韓国国会での批准が残されているが、与党と最大野党の指導部は、韓米Ｆ
ＴＡに賛成する方針であると言われている。
これまで農業分野は交渉の最大の障害物であったが、韓チリＦＴＡの経験がすで
にあることから、韓国側の協定発効は以前のように長い時間を要しないと予想され
ている。このことは、韓国と類似の産業構造を持っている日本にとっても、韓米Ｆ
ＴＡ妥結が持つ意味は大きいと考えられる。従って農林漁業のウエート（2003 年の
韓国ＧＮＩ＜国民総所得＞の 3.51%、同就業者の 8.8%）が日本より大きい韓国が「農
業大国である米国と短期間でＦＴＡを結んだのはなぜなのか ?」という疑問は日本
の農業関係者だけでなく、多くの経済関係者にとっても興味深いテーマであろう。
本報告は韓米ＦＴＡに至った背景について農業分野を中心に説明し、今後の対日
本、中国のＦＴＡ戦略を概観することで、北東アジアのＦＴＡの展望について若干
の端緒を提供したい。

本報告はなぜ農業分野からＦＴＡを見ようとしているのか
１．北東アジアにおけるこれからのＦＴＡを考える場合、農業分野は極めて敏感
な分野であり、韓国は日本とともに、中国からの農産物輸入国であり、しば
しば社会・経済的に大きな影響を受けている。
２．韓国と日本の農業分野は、経済的比重は低くなっているが、政治的には大き
な影響力を持っており、ＦＴＡ交渉の最大の障害物として認識されている。
３．日韓は中国などのＦＴＡを考えるとき、農業分野は大きな争点の 1 つである。

2．韓国のＦＴＡ戦略
韓国の輸出は、
ＳＮＡ
（国民経済計算）ベースでＧＤＰ（国内総生産）の約 69.6%（2006
年速報）に相当するほど重要な分野である。従って世界経済のブロック化の趨勢に
乗り遅れることは、経済成長が制限されることを意味する。
「海外需要の低調は韓国
の経済成長を止める」
という認識である。これは政府の公式見解でも言及されており、
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ＦＴＡは極めて重要な国家戦略の 1 つとして明確に位置付けられている。

韓国政府のＦＴＡ戦略
１．「同時多発的でかつ包括的推進」である。
２．「巨大経済圏との推進」である。米国、日本、中国のような巨大経済国は韓
国において最も重要な貿易パートナーである。この 3 カ国での韓国の全輸出
入額に占める割合はともに約 4 割を超えている（2006 年度）。
３．世界における拠点確保の戦略である。韓国のＦＴＡ交渉は韓チリＦＴＡ（Korea
- Chile ＦＴＡ、2004 年 4 月 1 日発効）を皮切りに、韓シンガポールＦＴＡ
（Korea - Singapore ＦＴＡ、2006 年 3 月 2 日発効）
、韓ヨーロッパ自由貿易
連合ＦＴＡ（European Free Trade Association ‒ Korea ＦＴＡ、2006 年 9
月 1 日発効）と締結した。これによって南米、東南アジア、ヨーロッパに拠
点が作られ、北米や中米の各国との締結も同時に推進している。また交渉の
効率を高めるために交渉専門の官僚機構を構築していることも注目する必要
がある。韓米ＦＴＡにおいて大きな力を発揮したと言われている。
【図1】通商交渉本部の組織
外

参考文献：「米韓ＦＴＡの経過
と対応」時事通信『農林経済』

交

第 9910 号（2007 年 12 月 3 日 ）

通

ＪＡ総合研究所協同組合研究部

商

柳京熙、南九州大学准教授姜景

部

外交通商部

長官

＊外交担当

＊多者（=多国間）通商局
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本部長

求。

＊地域通商局
＊自由貿易協定局
＊国際経済局
＊韓米FTA企画団

3．ＦＴＡにおける農業の位相
韓米ＦＴＡにおける農業分野は最初から大きな障害物であって、それによって交
渉が難航したことは事実である。
それでも農業大国であるアメリカとの交渉が妥結に至った理由は次の２点に集約
される。
① 韓国が韓米ＦＴＡを推進した背景には、経済成長を優先したことがある。
② 農業を犠牲にしながら無理してまでＦＴＡ妥結に至った背景には国民のコンセ
ンサス（consensus）が農業保護から遠のいたことがある。また米韓ＦＴＡ妥結への
中止を求めたのは農業関連２団体と１市議会に過ぎず、農業分野の政治的力は発揮
できなかった。ただし米国側から見れば交渉内容は極めて不満足であり、とくに自
動車、農業分野への不満は、米国政府関係者さえＦＴＡの履行に否定的な見解（政
注 ） グラント・アルド
ナス氏（米前商務次官）、
カンター氏（元ＵＳＴ
Ｒ〈アメリカ通商代表
部 〉 代 表 ） を は じ め、
民主党大統領候補者ら
は、米韓ＦＴＡについ
て厳しい意見を述べて
いる。

治的）としてしばしば現れている注）。

韓米ＦＴＡの交渉内容（農業分野）
交渉の結果を見れば、農産物の 1531 品目のうち、585 品目が直ちに関税撤廃となる。
これは品目数でみれば約４割であるが、輸入金額に換算すると約６割を占める（2006
年基準）。また５年以内の完全撤廃は品目数で６割を超えて、輸入金額では約７割に
まで達する。一言でいえば韓米ＦＴＡは農業の犠牲のうえ、妥結したとしかいえない。
このような事実は日本においても多くの参考になるだろう。
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ＦＴＡにおける農業の位相
韓国側：コメだけは交渉の議題にさえ乗せないことだけは終始貫徹し、交渉の
決裂さえ招いたが、一方、農業者・団体の政治的影響力は著しく低下した。
アメリカ側：米前商務次官グラント・アルドナス氏は、「未承認の合意の中で最
も厳しいのは米韓ＦＴＡ（牛肉と自動車が壁）」
（日経新聞 2007 年 11 月 5 日）と、
民主党大統領候補らはＦＴＡに慎重姿勢を示し、カンター元ＵＳＴＲ代表は「米
韓ＦＴＡは今年も来年もその後も議会を通らない」（日経新聞 2007 年 11 月 8 日）
と発言している。経済的に比重が小さな農業分野が、交渉の結果を左右されるま
での力を有していることに注目する必要がある。

４．対日ＦＴＡ戦略
韓国において日本は最大の農産物輸出対象国であり、日韓ＦＴＡ交渉の際、日本
の非関税障壁をはじめとする幅広い農業分野の市場開放を要求したことが、日韓Ｆ
ＴＡ交渉の中断を招いた。米韓ＦＴＡによって農業分野の犠牲を強いられた韓国は、
今後、日韓ＦＴＡ交渉に以前より増して農業分野の関税撤廃を要求すると考えられ
る。

韓国の対日ＦＴＡ戦略
2007 年 4 月 5 日付の韓国紙「中央日報」によれば米韓ＦＴＡ妥結の立役者で
ある金通商交渉本部長は「日本が当初の約束のとおり農産物市場 90% を開放し
なければ交渉を再開するつもりがない。日本は約束を守らなければならない。韓
中ＦＴＡは農業分野への影響を確かめて慎重に決める問題である」と発言してい
る。
その判断の材料は「日韓自由貿易協定」共同研究会報告書（2003 年 10 月 2 日、
17 ページ）にあるとおり、韓国農村経済研究院の「韓国の主要農産物 10 品目が
日本市場で最大 5800 万米ドル増加するであろうと予測した」ことに基づいてい
るが、しかし結果は以下のとおりである（パプリカは当初考慮されていない）。
【図2】対日輸出・入の推移（農林畜産物）
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（資料）韓国農産物流通公社の資料より作成
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【図3】対日主要品目の輸出実績の推移
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（資料）図2に同じ。

５．韓中ＦＴＡ戦略
中国は 2001 年末ＷＴＯ加入以後、国内市場経済の基盤の再構築を試みている。同
時に多国間貿易体制の限界を克服して、より緊密な両者関係の形成のために、ＦＴ
Ａ中心体制への戦略的転換を模索している。
中国はＡＳＥＡＮと 2004 年に「商品貿易協定」および「紛争解決メカニズムに関
する協定」を締結した後、2005 年 7 月に「中国ＡＳＥＡＮ・ＦＴＡ」を発効したの
に続き、2005 年 11 月「中国チリＦＴＡ」を締結した。最近になっては、政府と民
間のそれぞれにおいて「韓中ＦＴＡ」の可能性に関する戦略的検討が摸索されている。
1992 年の韓国と中国との国交回復以来、両国間の交易額は 15 年という短い期間
にすでに 1000 億ドルを突破しており、数年後には 2000 億ドルの達成も可能だろう
と展望されている。韓中間の通商規模の拡大と同時に、両国間相互交易依存度の深
化によって韓中ＦＴＡの締結の必要性が増大しており、その経済的効果は両国間に
大きな結果をもたらすと予想されている。

韓中ＦＴＡ戦略
中国は体制的特性の上、政府政策の強い推進力を基盤としているゆえに産業別、
業種別利害集団の結束力が比較的脆弱である一方、韓国・日本は特に農業分野を
はじめとする利害集団の結束力が強くて、政治的な配慮が反映されることができ
る点において対照をなしている。
韓国は韓米ＦＴＡを含め一連のＦＴＡ締結の経験を土台に、韓中ＦＴＡ、ひい
ては韓中日間の北東アジアＦＴＡ締結の可能性を検討している。従って産業別、
業種別対応戦略を策定中である。
ぜ い じゃく

６．北東アジア経済共同体への展望
以上で考察したように、韓国における農業分野の政治的影響力は米韓ＦＴＡを契
機に著しく低下している。ＦＴＡを進める上では、よい環境作りができつつあると
いえる。
中国においても政府の強い推進力を基盤に、戦略によっては早いスピードでＦＴ
Ａを進めることが予想される。場合によっては日本を抜きにして韓・中ＦＴＡが先
に妥結する可能性さえ出ている。
国際交渉の進め方と国内農業を守ることには、大きな矛盾が存在する。果たして
日本はどのような戦略を持ち、また北東アジア共同体構想にいかに取り組んでいる
かについては、残念ながら私個人の視点からは見えてこない。
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トレン ド

外食産業界から農業者へのメッセージ
（社）ＪＡ総合研究所 協同組合研究部 主席研究員

濵田 亮治 （はまだ りょうじ）

標題とした「メッセージ」は、外食企業約 830 社が加盟する社団法人日本フードサー
ビス協会が「国際競争力のあるタフな日本農業の実現を求めて」と副題をつけて発
したものである。紙幅の都合で、メッセージの表題のみを紹介する。
〜外食産業界から農業者へのメッセージ〜
・消費者ニーズを踏まえ、生産性の高い自立できる農業経営を提案します。
・豊かな大地から生活者の健康をつくる良質な農産物が求められています。
・有用な新しい技術を学び、消費者本位の農産物をつくりましょう。
・農業をビジネスとし、原料生産に限らず加工で一段と付加価値の高くなる農業
経営を願っています。
・農業に誇りを持ち、明るくたくましい後継者が育つのを期待します。
このメッセージでは、タフな日本農業の実現に向けて、国民生活にかかわりの深
い外食産業と農業者がパートナーとなる必要があり、国産農畜産物の最大のユーザー
である外食産業の呼びかけに耳を傾けてほしい、と結んでいる。
ここで、外食産業の位置・日本農業との関係を、統計数値であらためて確認したい。
国内における飲食費は 74 兆 5790 億円で、そのうち外食費（一般飲食店・喫茶店・
なかしょく

遊興飲食店の合計）は 22 兆 9040 億円、これに調理済食品（いわゆる中食）や学校
注 1）2000（平成 12）年
産業連関表をもとに筆者
計算。たばこを除く数値。
注２）精米：「米穀の生
産・流通及び消費の動き
（社団法人米穀安定供給
確保支援機構、2006（平
成 18）年 12 月」をもと
に筆者計算。平成 17 年
度の数値。
青果物：「平成 18 年食
品流通構造調査 ( 青果物
調査 )」( 農林水産省）を
もとに筆者計算。野菜・
果 実 ( 国 産、 輸 入 )、 輸
入一次加工原料野菜 ( 重
量は生換算 ) の合計。
畜産物：「平成 17 年食
品流通構造調査 ( 畜産物
調査 )」( 農林水産省 ) を
もとに筆者計算。豚・牛・
鶏 肉 ( 国 産、 輸 入 )、 輸
入一次加工原料畜産物
( 実 重 量 ) の 合 計。 数 値
には、枝肉・部分肉・精
肉が混在する。

給食も含めると 27 兆 8430 億円であり、飲食費の 37％を占めている注１）。2006 年の
総務省『家計調査』によると、34 歳以下の単身世帯では飲食費の７割近くが外食ま
たは調理食品への支出である。このことからみても、メッセージにあるとおり、外
食は食生活に欠かせない存在であることが分かる。
表 1 は、各品目の流通全体量に占める外食産業の材料仕入量の割合を示したもの
である注２）。
【表1】外食産業の占める割合
単位：千t
品

目

精

米

流通全体量

外食産業の仕入量

外食産業の割合

7,592

2,809

37%

青果物

17,196

1,553

9%

（うち国産）

（13,680）

（1,336）

（10%）

畜産物

3,257

634

19%

（うち国産）

（1,938）

（365）

（19%）
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国産青果物の１割、畜産物の２割、精米に至っては４割近いものが外食・中食産業
を通じて消費されている。青果物・畜産物は生鮮品のみの数値であるので、冷凍野菜・
缶詰・ハム・ソーセージといった加工食品も含めると、外食・中食産業を通じて消費
される量はもう少し大きな数値になろう。メッセージにあるように、外食産業は日本
農業にとって大きなユーザーであることは間違いない。しかし、国産青果物を例にと
ると、表２に示すとおり、外食産業が生産者・集出荷団体等から仕入れる割合は 10％で、
食品製造業が生産者・集出荷団体等から仕入れる割合 80％と比べると、外食産業と
注３）注２、青果物に
同じ。

生産者・集出荷団体との直接の取引は多くない状況にある注３）。
【表2】生産者・集出荷団体との直接取引
単位：千t
外食産業

食品製造業

1,336

2,939

うち生産者・集出荷団体からの仕入量

129

2,336

割

10%

80%

国産青果物の使用量

合

ここまで読み進んで、
「メッセージが新聞報道された記憶がない」と思う読者が少な
くないのではなかろうか。そのとおり。このメッセージは、牛肉・オレンジの自由化
交渉や食糧管理法への批判が吹き荒れていた 1988（昭和 63）年、今から 20 年前に発
せられたものだからである。
当時、このメッセージがＪＡグループ内でどのように扱われたかは定かではないが、
近年の『農業白書』等でも事例が紹介されているように、産地では販売チャネルの多
様化の一環として外食産業との取引強化の取り組みがなされており、前述の数値は
20 年間の日本農業と外食産業の付き合いの結果と見ることができる。
外食産業は、個人経営の店から全国にチェーン店舗を展開する企業まで裾野の広い
産業である。仕入部門を設置しているような規模の企業を想定した場合、仕入食材に
対する企業ニーズは、「安定生産、安定供給、安定価格」である。今後、これらの企
業との直接取引を拡大するには、あらためてこれらのニーズに応えていく必要がある。
例えば、商談会等において、複数の産地が連携して周年供給体制を提案するような品
目単位のブースを設置できれば、有効な手段であると考える。
昨年（2007 年）
、中国産食品の安全性が問われるニュースが相次いだことから、消
費者の関心は、素性が明らかな国産農畜産物に向けられており、外食産業も国産農畜
産物の調達を強めている。今まで各産地が築いてきた外食産業との接点を、点と点と
の結び付きから、面と面との結び付きにしていく、まさに好機といえる。
メッセージは、20 年を経た今も、社団法人日本フードサービス協会のホームページ
注 4）https://www.jfca
rd.co.jp/bookonline/ima
ges/business/gaishoku
̲nogyosha̲message.pdf

に掲載されている注４）。是非一読願いたい。
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《プロフィール》

Ńū Ǟ Ȏ ½ Ǟ ơ શ ơߞ֛ႪК
『経営に求められる「農の心」の重要性』
心理学博士

鈴 木 丈 織（すずき じょうじ）

医学博士・心理学博
士。東京大学卒業後、
渡米。Ｕ・Ｃユニオ
ン大学院（心理学）、
セント・トーマス大
学院（身体精神医学）
博士号取得。

現代社会の構造システムは、なかなか一定しません。激しい社会情勢の変化によって、環境へも
人間へも影響が避けられず、私たちの進化の方向をも迷わせてしまっているように見えます。しか
し、未来への歩みは着実に進んでいます。経営も歩みを止めるわけにはいきません。健全な社会を
目指す進化でなければ、成長・発展を続ける経済活動のみならず、人間の存在価値すら危ぶまれます。
そこで、人間らしく生きる力の源泉は「農的価値」にあることを発信できるのは、私たちである
ことに誇りを持ち、周囲によりよい影響を与え、経営に活かしていくためのポイントを再認識しま
しょう。

１．「農的価値」とは
ぜいじゃく

人間は、走りも遅く、牙もなく、動物的肉体機能は脆弱そのものです。しかし、動物のなかで一番「よ
りよく生きる」すべを身に付けました。それは「種（たね）の発見」に由来します。たった一粒の
「種」を見て、収穫の実りある様子を想像する心を持った人間は、どのように「農的価値」に気づき、
人間的飛躍を遂げていったのでしょうか。
種（たね）がどんな環境にも適応して芽を出していることから、人間はまず、積極的に「生きる」
方向性に気づきました。子孫を残す植物の「たくましく生きる」姿に、つねに弱さを克服し、不都
合な環境をつくりかえる「意欲」、「挑戦する勇気」に気づきました。
さらに、自ら種を育てる過程で「ムダ」を見つけ、
「効率化」への憧れを抱いたのです。人間はそ
の弱さゆえに、なるべく安易な方へ、楽な方へと選択します。傷つかないように、ストレスになら
ないように防衛機能を優先させます。そして、失敗のない安定的成功を志向するのです。それが「う
まく生きる」ための「適応」「対応」「順応」を意識させ、環境を味方にして「相手に合わせる」こ
とを身に付けたのです。自己を環境に合わせて自然と調和し、その懐の内で生きようとしていった
のです。
そして、自己と他者の相互性、対応性にも気づきました。双方向による影響を認め、自らの成長
に取り入れて、人間はいちだんとたくましく成長したのです。
「よりよく生きる」とは、必要性を感じたとき、そのものを創り、生み出していくこと。また、
「演
出的」に今の自分のなかにある特徴や個性を選択して発揮できることです。「想像」や「空想」によっ
て、見えない明日を信じる心を持ったのです。つまり、未来を描く生き方です。

２．ハイテク化の影響
豊かで楽を求め続け、未来を描いた結果、ビジネスにおいても、教育や家庭内においてもどんど
んとＩＴ化が進みました。ハイテクノロジー（ハイテク）は、日常生活のなかで不可欠の存在となっ
ています。この時代の流れは、もはや止められません。
ＩＴ、先端技術の発展は私たちの欲望をとっくに追い越して、成長の一人歩きをしています。ハ
イテク化は、さらに上昇を目指し、技術的発展とともに高度化していくでしょう。
ハイテク時代の特徴の１つは、
「相手の存在」が無いこと。人との接触を少なくし、何でも自分１
人のペースでできること。煩わしい中間を一切省略することが可能です。相手への配慮、洞察など
は存在せず、自分以外はすべてが「バーチャル＝仮想」です。命さえ仮想です。人間の心は機械信
奉に進み、ハイテク化の流れとともに無機質化へ急速に傾いています。その証拠に、大人も子ども
も自己の殻に閉じこもり、キレたりいじめや暴力の傍観者となる現象が増加しています。会社でも
30 代の社員にうつ状態が急増しています。
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しかし、ハイテク化の流れが止まることはないでしょう。そして、人間の心が「無機質的」にな
り、魂の死は日々加速度的に進んでいきます。それでもＩＴを放棄することはできません。怠けたら、
それこそあなた自身が社会の日常から取り残されてしまいます。

３．ハイタッチの必要性
ハイテク信奉を是正するには、同時にハイタッチの教育強化を認識することが重要です。ハイテ
クとハイタッチのバランスを保つためです。
ハイタッチとは、人間的触れ合い・生命との関わり合いによる刺激です。「人間らしさ」は人間
との触れ合いによって培われるものです。生命との直接的な関わり合いによって養われるものです。
もっと自然に触れ、もっと生命の力強さ、したたかさ、粘り強さを学びとってください。生命のハ
イタッチは、日常生活の何げない触れ合いのなかから獲得していくものです。あなたの感性を最大
限に働かせる意識で生命に関わらなければ、心は生命の本質に気づきません。「有機質的」を置き去
りにしてはいけません。
個性化を目指すには、無機質的な心と有機質的な心が必要です。あなたは、不断の成長を目指し、
高度化を目指し、自ら精錬することを決意してください。鋭い理性化が培われます。その影響は、
周囲の同僚や部下にも伝わります。「よりよく生きる」ためには、ハイテク化とともに、感性を磨き、
有機的な生命あるものを深耕し、より豊かに生きることを描く必要があるのです。

４．「農の心」の重要性
「農的価値」を自由に活用できる基本をすでに持っている人間に、バランスづくりができないはず
はありません。ポイントは ｢ 感動する心 ｣ です。「感動」が「農的価値」で培った基本を発揮させ、
応用や活用するためのキーポイントです。「今を生きる」ことの喜び、たくましさを発揮して、諦め
のない挑戦、努力への感動を求め続ける「農の心」は、経営においても発揮していかねばならない
ものです。「よりよく生きる」姿勢は、つねに自己を見つめ、その場、その状況に最善の自己を発揮し、
効果を上げる努力です。

５．喜びの意識
経営努力のなかにも喜びの意識３ポイントを
忘れないことです。
１）支え合うことを喜ぶ意識
協力し合い、相手の求めていること、相手か
ら期待されていることを自覚し、自分を見つめ
直すのです。相手を支えるために、今、何をす
ればよいのかを探りましょう。最善の判断と決
断で行動を選択していきましょう。
２）分かち合うことを喜ぶ意識
頑固な執着や独占をしようとせず、分かち合
うことを大事にしましょう。だれかの役に立つ
ならば、またそんな余裕を感じたときには、臨
機応変に柔軟に考えることです。
３）交わし合えることを喜ぶ意識
目の前にいる相手の価値観は、自分と違って
いて当然です。その上で、相手と自分の感情を
交流させることが大事です。信頼の絆は、あな
たが相手の存在を意識して自分を見つめ、自ら
に問いかけることで培われていくからです。
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地域ブランドでさらなる飛躍を目指す
「ニンニク」の町
（社）ＪＡ総合研究所 客員研究員

根 岸 久 子 （ねぎし ひさこ）

た っ こ ま ち

１．ニンニクといえば…田子町
健康食品、健康器具等々、健康にいいとの宣伝がモノの売れ行きを左右する時代
になったが、健康にいい食品といえばニンニクはその代表格といえよう。しかし、
ほぼ３分の２は主として中国からの輸入品で、国産では青森県産が 8 割近くを占め
ている。
［写真］
徹底的な土質改善によっ
て作られた土壌に育って
いるニンニクの苗（田子
町パンフレットより）。

なかでも「ニンニクの町」として有名なのが田子町で、7 月上旬の梅雨明けころ
には 2 週間足らずの間に 2000 数百ｔのニンニクが一斉に収穫され、町全体が強烈な
匂いに包まれるという。品種は寒冷種の「福地ホワイト 6 片」で、大玉で 1 片が大
きく白くふっくらし、何より味にコクがあるのが特徴とのことで、高級品は首都圏
のデパートで 1 個 450 円〜 500 円で販売されているという。
そこで今回は、その田子産ニンニクを「たっこにんにく」として商標出願し、登
録認定されたＪＡ田子町（正組合員約 1500 人）を訪ねた。
ちなみに、当ＪＡの主たる農産物の販売額（2006 年度）は、コメ約１億 6000 万円、
野菜約６億 3000 万円、畜産品約 1 億 3000 万円で、野菜のうちニンニクが約３億円
とほぼ半分を占め、これを 2007 年度には 4 億 8000 万円とする計画である。このほ

［写真］
商標登録されて「たっこ
にんにく」として出荷さ
れる。

かにニンニク加工品供給高も約 1 億 7000 万円ある。従って、当ＪＡにおいてはニン
ニクのウェートが大きく、「田子にんにく課」という部署もある。生産者は 260 〜
270 人で推移しているが、栽培面積の拡大を進めている。

２．試練の連続、合言葉は「みんながまとまれば産地になれる」
とはいえ、「ニンニクの町」は一朝一夕に成ったものではない。田子町は、冬は八
甲田山から吹き付ける風にさらされ、しかも、火山灰質土壌のため雑穀栽培地帯で
あったが、「何とか換金作物を」と探すなかで、近隣の村で栽培しているニンニクが
よいと聞いた青年部のメンバー 13 人が、そのタネを買い付け、1962 年に栽培した
ことに始まる。
失敗の連続だったが、有機質堆肥を入れた土づくりや品種選抜に努力した結果、
1966 年に初めて出荷、1970 年には 67 戸の農家により「にんにく生産部会」が設立
された。「１人の生産では産地にならないが、まとまれば産地になる」を合言葉にし、
次第に生産者は増加したが、供給過剰で価格が急落したため、ＪＡは質への転換を
目指し、厳格な出荷基準を設け、自家選果を求めた。そして、1981 年には生産量全
国一を達成し、販売高は 8 億円を突破、生産者も 720 人を超えた。
しかし、1990 年代になると中国産の輸入増大で販売額は半減、生産者も減少し、
加えて 2002 年の萌芽抑制剤の禁止で、夏は野菜生産・冬はニンニク出荷というサイ
クルが困難になり生産者がさらに減少したのである。そこでＪＡは土づくりの重視
注）ＣＡ冷蔵庫とは、空
気中の酸素や二酸化炭素
の濃度を調整（Controlled
Atomosphere）すること
ができる冷蔵庫のこと。
長期の保存が可能とな
る。

や大玉化、そして乾熱処理施設や CA 冷蔵庫注）の導入による周年販売確立、小袋販
売などで対抗してきた。
さらに、下位等級品を使った加工事業も始めた。その数はいまや 30 数種にもなる
が、そのきっかけを作ったのは自家用に加工を手がけてきた女性の取り組みで、そ
さ

の

ふさ

のリーダーが 2005 年に当ＪＡの常務理事に就任した佐野房さんである。名産品の 1
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［写真］
田子町のニンニク産業
の振興と国際交流の拠
点として設立されたガ
ーリックセンターの内
部。

つ「にんにこちゃん」（酢漬け）の考案
者でもあり、にんにく料理満載の『おい
しい

にんにく料理』も出版している。

また、「ニンニクの町」を有名にした
のは、ニンニクをキーワードに町がさま
ざまな地域活性策を展開してきたことも
ある。そのうちの 1 つで毎年 10 月に開
催し、すでに 22 回を数える「にんにく
とべこまつり」は県内外から約 6000 人
を集めるし、1993 年にはニンニクが縁で
結ばれた世界の都市との国際交流の推進とニンニク産業の振興を目的に、㈶田子町に
んにく国際交流協会を設立した。同協会はガーリックセンター（にんにくの資料展示、
レストランやギフトショップ等）やニンニク加工品の製造販売等の事業を行っている。
町のシンボルキャラクターもニンニクと田子牛をデザインした「にんべこちゃん」
、
そして、町を歩くとニンニクを形どったオブジェをあちこちで見かけるという、まさ
に「ニンニクの町」なのである。ちなみに、周年出荷に必要な CA 冷蔵庫も町が購入
したもの。

３．地域商標への登録理由とその効果
［写真］
に ん べ こ ち ゃ ん。 田
子町ホームページ
（http://www.town.
takko.aomori.jp）より。

ＪＡ田子町では、品質面だけでなく商品を卸す小売店を絞り直接値決めをすること
や、販売先ごとに等級を振り分けるなど、従来型の市場出荷とは異なる販売施策を打
ち出し、値崩れを起こすことのない独自の流通ルートを完成させてきた。それらに加
えて、地域商標登録したのはなぜか。1 つは価格を維持するためであり、商標登録によっ
て価格維持には不可欠な品質の保持と共販率アップにつなげたいとしている。その背
景には生産者を一本づりする加工販売業者が現れ、「田子産」の不良品が出回ったり、
共販率が低下したことがある。
もう 1 つは、生産量の増大を図るためである。ブランドの維持には市場の需要に応
えることが必須であるが、現在は注文の 5 割程度の供給力にとどまるので、商標登録
することで生産意欲を高め、生産拡大につなげたいと考えている。
登録認定後まだ日は浅いが、出荷品の大半は規格基準内に収まるなど、品質に対す

［写真］
出 荷を待ってしっかり
と選別されるニンニク。

る生産者の意識が高まってきたという。

４．課題への挑戦
組合長は「タイトルを取るのは簡単だが、産地を維持するのは難しい」ので、今後
の課題は、担い手と耕作地を確保し、生産量を増やすことだと語った。すでに生産調
整田（生産調整率 52%）のうちのニンニク生産適地の集約と、法人化も視野に入れた
生産グループの育成により団地化を図るという方向で協議しているという。
また、価格の魅力で参入する生産者が増えているため、ブランドの意味を理解させ、
産地維持に向けた生産者の意識統一も大事になっているという。
さらに、2008 年には三八地区のＪＡが合併するが、新生ＪＡ内にもニンニク産地が
存在するなかで、
「たっこにんにく」（田子産に限る）の商標の使い方も課題になろう。
しかし、「たっこのにんにく」を育て上げた生産部会の心意気と行動力が、今の部
［写真］
「田子産ニンニク｣ オー
ナー募集のポスター。

会にも引き継がれ、産地づくりの主体になっているとのことであり、その意味で商標
登録は田子のニンニクのさらなる飛躍の契機になるのではなかろうか。
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読 書
の 窓 『株式会社』
ジョン・ミクルスウェイト、エイドリアン・ウールドリッジ著
鈴木泰雄訳 日置弘一郎／高尾義明監訳
クロノス選書 ランダムハウス講談社（2006 年 10 月 11 日）
（社）ＪＡ総合研究所 協同組合研究部長

本書の原題は Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ

吉 田 成 雄 （よしだ しげお）

A Short History of a Revolutionary Idea である。
著者２人は、

英国『エコノミスト』誌の米国担当編集主幹とワシントン特派員、オックスフォード大学出身のイギリス
人である。従って学者というより基本的にはジャーナリストの視点から会社制度の歴史を追いつつ、現代
の企業制度としての会社の有効性を論じている。また、制度の歴史を単調に執筆するのではなく、時代ご
とに異なる制度の枠組みのなかでどのような経営が行われ、社会的にどのような影響を及ぼしてきたのか
を明らかにしている。イギリスにおける歴史学の知的伝統をベースに執筆されているため、世界史の知識
が少しだけ必要かもしれないけれども、会社制度の誕生と発展、そして今後について考えるための入門書
としてよくまとまっており、読みやすい。
訳者は、現代マーケティング論の第一人者として知られる経営学者フィリップ・コトラー教授の居るノ
ースウェスタン大学ビジネススクール（ケロッグ経営大学院）でＭＢＡを取得した翻訳家であり、本書の
訳者としてまさに適任者であろう。
ビクトリア女王時代のイギリスの画期的な発明である「株式会社」は、英国の「1862 年法」による会
社制度の確立を起点に世界を変えた。そこに至るまでには紀元前 3000 年のメソポタミアでの商取引と契
約、紀元前 2000 年のアッシリア人のパートナーシップ契約、ローマ人による会社法の基本概念の考案と
いった歴史がある。中世のイタリアの貿易会社、北ヨーロッパのギルドと特許会社、「法人」の発展、自
由市場で売買可能な株式という概念、有限責任という概念と投資家保護、東インド会社の株主総会、取締
役会への日常的管理の委任、ミシシッピ会社と南海会社のバブル事件、会社への批判など……こうした長
い歴史のなかで誕生した制度であることがわかる。
こうした歴史のなかから、現代の会社制度を成立させることになった要素として、次の４つの重要な制
度的革新の存在が浮き彫りになってくる。
①古代に始まった共同出資。②法人の成立、これによって集合的な所有が可能となって大規模な投資が
可能となった。③有限責任、これにより大規模な資本集積が可能となった。④特許主義から現在のような
準則主義に移行し、会社の設立が容易になった。
ちょうど産業革命期に、鉄道建設など大規模なインフラストラクチャー整備のために、こうした有限責
任制による投資が最大限に活用された。これが近代産業社会を成立させるとともに、会社の爆発的普及・
発展への契機となった。だが、その結果、今日では国を越えた国際市場のなかで、自由な企業活動が容易
に国境を越えて巨大化する。その上、国民国家の利害とは関係ない、巨大なマネーが誕生し、その奔流が
世界経済に危機を生じさせる原因ともなっているのではないだろうか。こうしたなかで、各国の企業制度
が多様であってはならず、国際的な基準を必要としてきている。だが、その国際市場における共通の国際
ルールは、今日わが国で巷間喧伝される「グローバルスタンダード」でよいのだろうか。
本書では、企業システムのあり方として、現在の英米型会社モデルである、会社は主に株主に対してだ
け責任を負うとする株主理念の優位の主張とともに、会社は広範囲の社会集団に対して責任を負うとする
利害関係者（ステークホルダー）理念としての、ドイツモデルと日本のモデルの存在が検討される。
会社がもたらすものは何か、また、会社はなんのためにあるのか。これから会社はどうなるのか。これ
は、これからの協同組合とその制度を考える上で、同様の論点になるだろう。
「東インド会社は二百五十八年間存続した。だがマイクロソフトがその四分の一も続けば、それは驚く
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べきことだ。無限の選択肢が存在するこの世界で、確実な将来を見込める会社など存在しない。
種としては絶対に必要だが、一つ一つは不安定になっているこの会社という組織を、社会はうまく活用
できるようになるのだろうか。これこそが、会社の将来に関する議論の核心となるべき問いだ」
̶̶では、協同組合、農業協同組合の将来に関する議論の核心となるべき問いはなんだろうか。
最後に、この訳書には、監訳者の高尾氏による「日本語版読者のためのブックガイド」が巻末に掲載さ
れている。アルフレッド・Ｄ・チャンドラー，Ｊｒ．『組織は戦略に従う』、ピーター・Ｆ・ドラッカー『企
業とは何か』、アルフレッド・Ｐ・スローン，Ｊｒ．『ＧＭとともに』などの古典的名著から岩井克人『会社
はこれからどうなるのか』といった本まで、基本的な議論に加わるために必須とされる基本書を教えてく
れる。これらの本の中には大著もあるが、1000 ページを超えコラムなどが途中のページに入り込む、コト
ラーの『コトラーのマーケティング・マネジメント−ミレニアム版』を読む忍耐に比べれば、ずっと面白く
読める。ぜひ挑戦していただきたい。

編集後記
2008 年も年初めから株価暴落、原油価格の暴騰、穀物相場の高騰、資源争奪と地政学リスクの高
まり、景気後退予測……。温暖化に起因する気候変動もあり、戦後世界が経験したことがない巨大
な構造変動が生じている。
今号は基調テーマを「地域」として編集企画を行った。論説は東京大学大学院安藤光義准教授、
今村奈良臣研究所長に執筆していただいた。グローバル化と証券化（セキュリタイゼーション）に
より加速するマネーの奔流（例えば、東谷暁著『世界金融経済の「支配者」──その七つの謎』祥
伝社新書）が、世界の緊張を高め、拝金主義と驕りによって人間の心を壊し、地域を疲弊させている。
地方経済の悲鳴ばかりでなく、驚くほど多い自殺者数、さまざまな奇怪な重大犯罪の多発などがそ
れを示している。これは否定できない。
だからこそ、安藤准教授の論説にある「域内経済循環」を目指し、そして今村研究所長の論説に
ある at your own risk （「挑戦と自己責任の原則」）と Boys be aggressive といった言葉を胸に、
「ＪＡの改革、地域農業の改革と新路線の開拓」を進めることが、いまのＪＡグループが真になすべ
きことだと、つくづく考えさせられる。
（協同組合研究部長兼企画総務部付企画担当 吉田）
─────────────────────────────────────────────
平成もいよいよ 20 年目か〜、などと感慨にふけっていたのもつかの間、あっという間に 2 月が訪
れようとしています。ＪＡ総研レポート第 3 号の読者プレゼントだった「Ｄｒ．ジョージのベネフィッ
トダイアリー」の巻頭には、今年テーマとする一文字を記入するページがあります。編集担当のコ
ネで先生よりダイアリーを 1 冊頂戴し、私も年初にテーマの一文字を考えてみました。熟考のうえ
決定した一文字は「撓（しなう）」。どんなことにでもしなやかにたわんで対応するたおやかさを身
に付けよう……という、テーマというより目標とする一文字です。そして今年に入り 1 カ月が過ぎ
ましたが、実際はしなうどころか真っ向勝負で、ぽきりと折れることばかり。さあ残り 11 カ月で、
強風もうまくかわせる柳のようなしなやかさを身に付けることができるでしょうか。年末になって、
この目標をそのまま次年に繰り越す羽目にならないといいのですが……。
（企画総務部総務課長 小川）

ご意見・ご感想をお寄せください
『ＪＡ総研レポート』は、食料・農業・農村・ＪＡなどに関する情報を提供することを目的とした社団法人ＪＡ総合研
究所の機関誌です。読者の皆様のご意見やご感想をいただき、より充実した誌面づくりに役立てていきたいと考えて
おります。つきましては、本誌に関する皆様のご意見・ご感想をお寄せください。
【送付先】 ＦＡＸ：０３−３２２２−０００２
〒１０１−０００３

東京都千代田区一ツ橋２−４−３

社団法人ＪＡ総合研究所『ＪＡ総研レポート』編集部
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