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総合的、長期的視点の欠如した「今だけ、

て、強権的に所有権を放棄させて、農地を
集積するというなら、これは規制緩和でな

将来を危うくしつつある。自己の目先の利益

く強化であり、そうして、平場の条件の良

「今だけ、金だけ、自分だけ」

金だけ、自分だけ」しか見えない人々が国の
と保身しか見えず、周りのことも、将来のこと
も見えていない。人々の命、健康、暮らしを
犠牲にしても短期的なもうけを優先する、ご
く一握りの企業の利益と結び付いた一部の政
治家、一部の官僚、一部のマスコミ、一部
の研究者が、国民の大多数を欺いて、ＴＰＰ
（環太平洋パートナーシップ協定）やそれと
表裏一体の規制改革、超法規的に風穴を開
ける国家戦略特区などを推進している。これ
以上、一握りの人々の利益さえ伸びれば、後
は顧みないという政治が強化されたら、日本
が伝統的に大切にしてきた助け合い、支え合
う安全・安心な社会は、さらに崩壊していく。
「農業は過保護だからＴＰＰでショック療
法しかない」といった農 業 攻 撃の本質も、
農業を悪者にすることによって、貿易自由化
を進めることで利益を得る輸出産業や海外
展開している企業の側に属する人々の、事
実に反する意図的なネガティブ・キャンペー
ンの側面が強いことを認識する必要がある。

い地域に絞って優良農地を無理やり集積し
て、土地も整備して企業に使わせてくださ
い、という「規制を強化してでも自分たちに
市場をよこせ」という虫の良い筋書きが透
けて見える。そこには、自分たちのもうけし
か眼中になく、自給率を維持して国民に食
料を量的に確保するという発想はない。
安倍晋三総理の「10 年で農業所得倍増」
計画にも驚くしかない。ＴＰＰに参加して、
どうやって農業所得が倍増できるのか。す
でに日本農業は「過保護」ではないから「過
保護な農業を競争にさらせば、強くなって
輸出産業になる」という類いの議論は、前
提となる事実認識が 誤っている。だから、
ＴＰＰに参加して、その流れを加速・完結し
てしまったら、
「攻めの農業」や農業の体質
強化どころか、その前に息の根を止められ
てしまいかねない。
しかし、どうもこういうことらしい。99%
の農家がつぶれても、１% の残った企業的

「既得権益を守るために規制緩和に抵抗して

農業の所得が倍になったら、それが所得倍

いる」という攻撃も常套手段だが、それこそ

増の達成だと。しかし、そこには、伝統も、

「今だけ、金だけ、自分だけ」しか見えぬ人

文化も、コミュニティーもなくなってしまっ

たちが市場を奪おうとしている本音を見抜く

ている。それが日本の地域の繁栄なのだろ

べきだろう。

うか。また、企業が手を出さないような非

じょうとう

全国の郵便局でアメリカの大手保険会社

効率な中山間地は、そもそも税金を投入し

の保険を販売すると約束させられた「かん

て無理に人に住んでもらう必要がないから、

ぽ生命事 件」でも明らかなとおり、アメリ

原野に戻した方がいい、というくらいの発

カ企 業の「競争 条 件を対 等に」
（level the

想に見える。しかも、地域コミュニティーが

playing field）は名目で、要するに「市場の

崩壊し、買い手もいなくなってしまったら、

強奪」なのである。アメリカ
（日本も）
の金融・

残った自分たちも結局は長期的には持続で

保険会社が、ＪＡバンクやＪＡ共済に、地域

きないことにも気付かない。

の信頼を得て集まる資金を奪おうとするのも

しかし、
「１%」ムラが、国民の大多数を

同じである。

欺いて、
「今だけ、金だけ、自分だけ」で事

産業競争力会議などでも、市場を奪いた

を運んでいく力は極めて強力で、客観的な

い側のプレーヤーがレフェリー役を務め、
「イ

情報を広め、一方的な流れを阻止すること

コール・フッティング（対等な競争条件）
」の
名目の下に、既存の農業サイドの人たちを不
当に攻撃して、自分たちに有利に仕組みを変
えてしまおうとしている。農地中間管理機構
に対する注文も、既存の人々の努力を無視し

ＪＣ総研
研究所長
す ず

き

の ぶ ひ ろ

鈴木 宣弘

の困難さを痛感させられる。だが、
「99%」
の国民が真実を認識できれば、圧倒的な
数の力があることに気付かなくてはいけな
い。結束して、これ以上の「暴走」を食い
止める必要がある。

【巻頭言】
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巻 頭 論 説

今あらためて、
食農教育を
進めるために

1．食べ物の命をどう捉えるか
昨年の春、札幌市のベッドタウンの町の小学５年生
100人に、外部講師として食育の課外授業をする機会
があった。農業を基幹産業としているが、私が行った
小学校は町の中心部にあって９割が会社員の家庭だと
いう。それでも農地が身近にある環境で育っているの
だから、農業についての理解度はかなり高いのではな
いかと予想していた。
最初に何枚か農村景観の写真を見せて、１枚ずつな
んという作物か尋ねてみた。どれも北海道らしく広大
ほ じょう

で、約1haの圃場はすべて単一の作物が映し出されて
いる。都会の子どもたちに、黄金色に輝く麦秋の風景
の写真を見せると、
「稲」と答えることが多い。穂があ
る作物は稲しか知らないからだ。
この学校の児童たちはどうだろう。 試すような、期
待するような思いで教室のスクリーンに写真を映すと、
100人が声を揃えて、
「麦！」と答えてくれた。農業が
営まれる現場を無意識に見ていると、 子どものころか

も り

森 久美子

らそこで生産されている作物を見分ける力が培われる
と証明された事例のように思えた。
次に白や青のラップでコ ー テ ィングされた大きな

く

ロールが、広い草地にいくつか置かれている写真を見

み

せると、間髪をおかずに「牧草！」と声が上がる。

こ

「なぜ刈った後にこうして包むのかな」
ちょっと意地悪な私の質問にも素直に答えてくれる

作家

子どもたち。ハイ！ ハイ！ ハイ！ とたくさんの手
が上がる。 いかにも元気の良さそうな男の子が自信
満々に言う。
「中で発酵して、おいしい漬物みたいになって、冬に
なったら牛が喜んで食べるんだよ」
大人だってサイレージを知らない人が多いのに、す

【プロフィール】
作家、エッセイスト。北海道札幌市出身。農林水産省 食料・農
業・農村政策審議会委員他、食と農に関わる多くの委員などを
務める。1995 年朝日新聞北海道支社主催「らいらっく文学賞」
に、開拓時代の農村に生きる少女の成長を描いた小説「晴天色
の着物」で入賞。以来、新聞、機内誌や車内誌などの雑誌に多
くの連載を持つ。1999 年より 2011 年まで約 600 回、
「食と
農業」
がテーマのラジオ番組パーソナリティーを務める。現在
『日
本農業新聞』のコラム「万象点描」を担当中。主な著書に『母
のゆいごん』
（共同文化社）
、
『
「食育」実践記 きゅうりの声を聞
いてごらん』
（家の光協会）などがある。
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ごい小学生がいるものだと感心した。
「素晴らしいね。誰に教えてもらったの？」
遠足の時、歩きながら先生が教えてくれたとか、お
じいちゃんから聞いたなど、競うように次々に答えてく
れる。そんなの、見れば分かるさ！ と大人びた口調
で言う子もいて頼もしい。 食育というよりは、 地域の
産業と生活の結び付きに気付いてもらう内容の授業を

【巻頭論説】今あらためて、食農教育を進めるために《第2回》

組み立てていった私だったが、 これだけしっかり分
かっている子どもたちから、
「食」をどう捉えているか
を聞いてみたいと思い立った。

葉を選びながら答えてくれた。
「祖父母の家で野菜の収穫を手伝い、その野菜を口
に運ぶとき、新鮮でおいしいと思う。料理もするけど、

畑になっているキュウリやナスの写真を見せて、子

新鮮だからといって生きているわけではない。 生きて

どもたちの表情を観察した。そんなの分かっている、

いるなら、包丁を使ったときに自分が殺したことになっ

野菜の名前くらい知っていて当たり前だから、わざわ

てしまうから嫌だ。生きているというイメージは、野菜

ざ答える必要がないと思ったのだろう。みんな静かに

ならまだ成長している感じだし、 魚や肉は動いている

見ているだけだ。私は何げなさを装って尋ねてみた。

みたいで生々しいし、おなかの中で動いたら気持ち悪

「野菜の命は、いつ終わるのだろうね」

ひ

ゆ

い。生きても死んでもいない『食べ物』がいい」

たまたま人数が100人ちょうどだったから比喩とし

この事例はたまたま私が直接聞いたことであって、

ても分かりやすいのだが、99人が「もいだとき」で、

すべての子どもに共通する考えだとは限らないと承知

１人だけ「火を通したとき」と答えた。私はどちらも正

している。しかし、農業を身近に感じる環境にある子

解だと思うし、何より全員の反応が良く、物怖じせず

でさえ、食べ物に対するイメージとは、命を感じさせ

に返事をしてくれることが素晴らしいと子どもたちを称

ない程度に「食品 」として洗練されているものだと、

えた。

大人は気付く必要があると思う。

この子どもたちならもう少し突っ込んだ話をしても

幼児、 小学校低学年と高学年、 中学生や高校生。

答えてくれるに違いないと期待を込めて、機会があっ

理解できる言葉や概念がどのレベルなのかを想定した

たらしてみたいとかねてから思っていた質問を投げ掛

食農教育を考えなければならないのに、
「命をいただ

けた。

く」 を前面に押し出した教育をし過ぎていたという反

「では、もいだ野菜は死んでいるのだろうか」と問い
掛けた。

省をするところから、新たな食農教育を考えなければ
ならない時期が来たのではないだろうか。

「気持ち悪い！」という声が次々に上がる。動揺を隠
して、違う質問をしてみた。
「それなら、 生きているものを食べているのだろう
か」
するとまた同じように「気持ち悪い！」 と声が上
がった。
私はかなり大きな衝撃を受けて、授業の着地点をど
こに持っていったらいいか分からなくなってしまった。
人は動植物の命をいただいて生きているという切り口
で、
「食」の大切さをこれまで話してきたが、もしかし
たらそれは受け入れられない時代になっているのかも
しれないことに気付かされた。
料理として口に運ぶものを、
「命」と切り離された１

2．子どもたちと大人の思いの違い

つの食品という認識でいるとしたら、 いきなり命の話
をされたら唐突に感じたり、あるいは重過ぎて嫌だと

取材や地域活動で私が訪れた農家や農村に農業体

思ったりする世代に向かって、間違ったアプローチを

験に来た子どもたちを実際に見て、あるいは母親とし

してきたのではないか。
「気持ち悪い」 理由を尋ねて

て見聞きして気付いた私見を述べさせていただく。

みると、困った表情を浮かべ、利発そうな女の子が言

【巻頭論説】今あらためて、食農教育を進めるために《第2回》 ＪＣ総研レポート／2013年 冬／VOL.28
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お母さん、頑張っているんですね。でも子どもの年

＜3歳くらいまでは理屈は通じない＞
あらためて言うまでもないが、幼稚園入学前の幼児

齢で嫌だと感じること、 やってみたいことは変わって

が農業体験をする機会は、親が与える以外にない。動

いくので焦らないでください、と励ました。 農業体験

物園や水族館や遊園地に行ったりすると、長ければ数

をさせようとする親は、 子どもの健やかな成長のプラ

時間子どもは楽しむことができるが、農村では果物や

スになると思っている。もちろんそれは大切な動機だ

野菜をもぐ収穫体験くらいしかできない。親は幼児に

と思うが、無理強いは良くない。田んぼに足を踏み入

どんな経験をさせたくて農村を訪れるのか。都市と農

れた瞬間、ぬるぬるした触感が気持ち悪いと感じて泣

村の交流事業に参加した多くの親子を見ていて、申し

き出すのは素直な反応で、決して悪いことではない。

込んだ親側の動機について気付いた点を挙げてみたい。

感受性が豊かだともいえる。感じ方はいろいろだ。そ

①農村に行って、親子で新鮮な農産物を食べたい

のイベントでも主催者側が、靴の上からビニール袋を

②親自身がいい空気と環境のなかで、日ごろのスト

被せて、裸足でなくてもいいと言ってあげたら、みん

レスから解放される癒やしの場として農村に行き

なが抵抗なく田んぼに入れた可能性もある。
この事例から垣間見えるのは、 子どもに生きる力を

たい
③子どもをのびのび遊ばせたい

付けたいあまり、しつけ、勉強とともに、野外体験を

④子どもを自然のなかで遊ばすことを大切に思って

させなければならないと強く思っている親心だ。 その
方たちにとって「いい子」とは、初めて与えられた環

いる親であることに自負がある
③までは多くの人に共通の自然な動機だと思うが、

境にも物怖じせずに課題に取り組める子。それをでき

④については非常に興味深い心理であるし、現代社会

るように育てられたら、 親として子育てに成功してい

の子育てに関する新しい傾向ではないかと私は考えて

るという評価を得られるという意識が働いているよう

いる。何度か見た具体的な場面を描写しよう。

だった。ケース・バイ・ケースで対応するのはエネル

親子で田植えをする体験ツアーでのことだった。田

ギーのいることだと思うが、農業体験を提供する農家

んぼに入るまで元気いっぱいに走り回っていた３歳く

側も、子どもの年齢に合ったメニューを考えて、親子

らいの男の子が、裸足を田んぼに踏み入れた途端、大

が共にリラックスできるような受け入れ態勢を考えて

声で泣き出し、一歩も足を動かせない。すると、畦で

いただけたらと思う。

あぜ

見ていた母親が田んぼに入って子どもの手を引っ張っ
て、 無理に苗を植えさせようとした。 子どもはふんぞ
り返って泣き、 尻もちをついて泥だらけになってし
まった。それでもなお、わが子に向かって「頑張りな
さい」と言うのを聞いて、なんとも表現しがたい切な
さを感じた。
同じようなケースで、子どもを叩く親さえ見たことが
ある。その後の昼食会場で話を聞くと、なぜかどなた
もご自分がどんなに一生懸命に育児に取り組んでいる
か説明する。
「砂遊びや、 どろだんごを作ったりして、 外で遊ば
せているんですけどね」
その口調から、 自然に親しむようにちゃんと子育て
をしているのに、今日はできなかっただけだと言おうと
しているのが分かる。

4
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本誌前号で「
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猟・採取・栽培・飼育と書いたが、野菜や果物を摘む
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「採取 」は幼児にもできる。幼児は鮮やかな色に興味

きっと小さな驚きが積み重なって、子どもの頭の中で

を持つし、 小さな口でもそのまま食べられるサクラン

農業と食生活を結び付ける回線がつながっていく。大

ボ、 イチゴ、ミニトマトなどは面白がって手を伸ばす

人は子どもに知識を与えるのではなく、 第一歩として

だろう。その瞬間にどんな感情が湧くのか、あるいは

「知るより、感じる」機会をつくってやることが大切だ。

ただ「もぐ」ことが面白いだけで特に感慨はないのか、
本当のところはよく分からない。そこに理屈を求めるの

3．子どもたちを取り巻く社会状況

は大人の勝手で、教育的効果を期待するのはちょっと
違うのではないかと考えさせられた、 私の子どものエ

＜スマートフォンや携帯電話が食卓の風景を変えた＞
休日にファミリーレストランに行くと、店内が妙に静

ピソードを紹介させてもらいたい。
次男がもうすぐ３歳になる初夏のことだった。 歩き

かなことが増えていて不思議に思っていた。周りの席

方もしっかりしてきたので、 畑に連れて行っても転ば

の家族が何をしているか観察していると、その理由が

ずにイチゴ狩りを楽しめるだろうと、張り切って近くの

見えてきた。料理の注文を終えると、父母はそれぞれ

農家に伺った。好きなのを取って食べていいよと言う

にせわしなく指を動かしてスマートフォンや携帯電話

と、 うれしそうにしゃがんで真っ赤な大きなイチゴを

を操作し、目は画面にくぎ付けで一切言葉を発しない。

口に入れた。途端、次男はなんと言ったか。

夢中になっているからか、 子どもが話し掛けても聞こ

講演でこの話をして、会場にお集まりの方に質問を
すると、ほとんどの人は「甘い」か「おいしい」では

えないらしい。無視されて、所在なげにしていた子ど
もは、小型ゲーム機を出して遊び始める。

ないかとおっしゃる。私もそう言ってくれるのを楽しみ

店に入ったときは輝いていた顔が、 つまらなそうに

にしていた。ところが次男の発した言葉は予想外で、

曇っていく。せめて父母が子どもの表情の変化に、気

気が抜けてしまった。

付いてくれたらいいのだが、いくつかのテーブルで、
無言のまま時間が過ぎていった。

「ぬるい」

だんらん

戸惑う私をよそに、次男は黙って何個か食べた後に

一家団欒の機会である外食のはずが、パソコン並み

やっと笑顔で「甘い」 と言ったが、 数個でおなかが

の機能付き携帯電話・スマートフォンの普及で、一緒

いっぱいになったらしく、目の前にピョンとカエルが跳

にいるのに会話もなく、 好きなものを別々に食べる

び出してきたことに興奮して追い駆けだした。 カエル

「孤食」となってしまっている。当然、家庭内の孤食化

を捕まえることに夢中になって走る子どもの姿を目で

は相当進んでいるだろう。 携帯を見ているだけなら、

追いながら、なぜ彼は「ぬるい」と言ったのかを考え

話し声で人に迷惑を掛けることがないからか、この件

た。

を由々しき問題と捉えた意見を、まだあまり聞いたこと

普段スーパーなどで買ってきたイチゴは、帰宅後は

がない。しかし私は、食事を介して家族間で持たれて

なんの躊躇もなく冷蔵庫に入れて、食べる直前まで冷

いたコミュニケーションが、どんどん失われていって

やしている。 当然食べるときは冷たいままだから、 イ

いるようで心配でならない。

ちゅうちょ

チゴが冷たいものだと次男が思っていたのは自然なこ
とだ。

私が食卓を囲んでの団欒の大切さに気付いたのは、
子育て中に前述のファミリーレストランの親と変わらな

一方大人は、日差しを浴びて畑になっているイチゴ

い行為をしてしまった失敗の経験からだ。子どもがご

は、温まっていると想像が付いているので、ぬるいだ

飯を食べるのに時間が掛かるので、私はいつもなんと

ろうという先入観があるから驚きはない。 家で食べて

なくイライラして食べ終わるのを待っていた。 席こそ

いるイチゴと畑で食べるイチゴの違いを感じた瞬間、

立たなかったものの、内心早く洗い物をしてゆっくりし

子どもにとってはどちらがおいしいとか新鮮だとかの

たいと思いながら、 新聞を読み始めた。しばらくする

比較ではなく、反射として驚きの声が出たのだと思う。

と、子どもが言った。
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「お母さん、こっちを見て」
何度か言われたのに、新聞を広げたまま生返事をし
ていた。なんとなく気まずい空気が漂っているのを感
お えつ

じ、顔を上げると、子どもは目に涙を浮かべて嗚咽を
こらえていた。ご飯のときに無視されるのは、どんな
に寂しいものかが、それを見て分かった気がした。
今日は誰と遊んだか、給食の献立はなんだったか、
子どもと会話しようと思ったら、いくらでも題材がある
のに、見つけようとしていなかったことを心から反省し
た。何より、食卓に載った料理は話題の宝庫だ。調理
法、あるいは材料の農産物の名前や産地、会話の糸口
はいくらでもある。生産者の顔が思い浮かべられたり、
どんなふうに栽培されているかを知っていたりしたら、
に始まり、その後は国の補助を得て広がった。第２次

もっと話は膨らんでいく。
ご飯のときはテレビを消し、スマートフォンや携帯

世界大戦中に中断されていたが、食糧不足による栄養

電話は見ないで、子どもと会話しながら食事をする。

不良を改善するために、アメリカなどからの支援物資

簡単に聞こえるけれど、実現するのはなかなか難しい

供給によって再開された。

現代の生活。大人がはっきり意識して、今、子どもた
ちに笑顔の食卓を取り戻さなければならない。

支援物資の贈呈式の日にちなみ、文部科学省では毎
年１月24〜30日までの１週間を、全国学校給食週間と
している。地元の特産の野菜がある時期にずらして実

＜偏った食生活をしている子の増加＞
冬休み中に大学生の息子の友達が数人遊びに来て、

組んでいるという。郷土食を献立に入れて、昔ながら

小中学校の給食の思い出話に花を咲かせていた。五目

の食生活の良さやおいしさを伝えたり、給食の歴史や

ご飯、カレーライス、ビビンバ丼。その日集まった友

役割を理解してもらうために、家庭に配布する献立表

達の出身府県はいろいろだけれど、ベスト３はみんな

の通信欄などで知らせたりしているところも多いようだ。

同じで、ご飯ものに人気があるのが分かった。

これまでの取材で各地の給食を見せてもらって、な

私が小学校に通っていた1960年代は、 大根のおで

ぜ今、給食の役割をきちんと伝えなければならないの

んがおかずのときでも、主食はコッペパンという、不

か、よく分かった気がした。偏った栄養摂取、朝食欠

思議な組み合わせが多かった。こういうおかずのとき

食など食生活の乱れや肥満・痩身傾向など、子どもた

は、ご飯が食べたいなと、子ども心に思ったものだ。

ちの健康を取り巻く問題が深刻化していて、小中学校

ご飯を主食にした米飯給食が導入されたのは、
1976（昭和51）年。文部科学省の「米飯給食実施状

6

施するところもあるが、 各学校で工夫を凝らして取り

そうしん

の給食関係者が担っている役割は非常に大きくなって
いる。

況調査」によると、その10年後に実施回数は週２回と

例えば、ひじきの煮物を初めて見て、
「虫のようだ」

なり、2009年度は3.2回となっている。 地域で生産さ

と言って気持ち悪がって食べない。小学校に入るまで

れたお米と、地元の農家が作った旬の野菜をふんだん

味噌汁を飲んだことがなくて、箸を付けられない。ミ

に使ったメニューを提供して、子どもたちに地産地消

カンの皮のむき方を知らない。ダイエットしている親

を教えている学校も多いと聞く。

の影響で、痩せたいという願望が強くて、給食を残し

や

日本の学校給食は、経済的事情でお昼ご飯を持って

たり牛乳を飲まなかったりする女子も増加している。

こられない子どもに食事を提供する目的で、明治時代

体格の向上や、カルシウムなどを摂取して丈夫な体に

ＪＣ総研レポート／2013年 冬／VOL.28

【巻頭論説】今あらためて、食農教育を進めるために《第2回》

なりたという気持ちより、 痩せる方が大事だと思って

しながら、そろりそろりと湯のみ茶碗を口に運び、
「大

しまうらしい。

人になったみたいだ」と言って笑う様子がかわいらし

大人が与える食環境は、ダイレクトに子どもの心身

かった。 大人っぽい体験ができたらうれしいという素

の成長に影響を及ぼしてしまう。 次代を担う子どもた

直な気持ちは、子どもはみんな持っているはずだ。ど

ちの味覚を育み、ご飯を中心とした日本型食生活のバ

この家庭でもその気持ちを伸ばしてあげてほしいと思

ランスの良さを、
「同じ釜の飯を食べる」給食で伝えて

う。

いくために、地域の農家と学校の交流がますます重要

ほう

お代わりをつぎながら、ほうじ茶の「焙じる」の意
味が分かるかと尋ねると、 次男も友達も分からないと

になってきている。

答えた。私が子どものころには街にお茶屋さんがあっ
ばいせん

＜加減を教える食育＞

た。カラカラ音を立てて焙煎器が回り、通りにはいい

“新茶が届きました”

香りが漂っていて、 教えられなくても「焙じる」の意

いつも買い物に行くスーパーのお茶売り場に、この

味を知っていた。

張り紙を見つけると、唱歌の『茶摘』が頭に浮かび、

台所に子どもたちを呼んで、茶筒から取り出した番

幼いころ、手遊び歌として母に教えられたからか、口

茶を、 厚いステンレスの鍋に入れて、ゆっくり乾煎り

だけでなく、手も動きそうになってしまう。歌詞に出て

して見せた。香ばしい匂いが広がるなかで、子どもた

くる、“若葉が茂る八十八夜 ” は５月上旬だが、 私の

ちは、 葉の色が茶に変わっていく様子に目を凝らして

住む北海道は初夏の訪れが遅く、６月になってやっと

いる。そして顔を見合わせて言った。

この歌が合う風景に変わる。季節を先取りして楽しめ

から い

「手品みたいだね」
茶葉は製法でいろいろなお茶に変わると、気付いて

る新茶を毎年楽しみにしている。
新茶の袋を買い物籠に入れてレジに並んだその日、

くれてうれしかった。 もちろん買ったほうじ茶の風味

セ ー ルス品の２ℓのお茶のペ ットボトルを、 何本も

にはほど遠いが、 子どもたちは自家製のほうじ茶も、

カートに載せているお客さんがたくさんいることに驚い

おいしそうに飲んでいた。 来客があったとき、おいし

た。買う方の年齢はまちまちだけれども、容器のサイ

いお菓子を食べるとき、食後の１杯、寝る前のリラッ

ズから考えると、みんな家で飲むために買っているの

クスの時間。お湯を沸かし、茶器を温め、温度を加減

だろう。ドライブや旅行をするときには、私もよくペッ

して、場面に応じてお茶を入れる。ペットボトルのお

トボトルのお茶を買う。しかし家にいるときは、お湯を

茶の味は、加減することができない。

沸かしてお茶を入れている。もはや私は少数派に属す

子どもにはぬるく、 体調が悪いときには少し薄く、
人への思いやりを表すことができるお茶。この上なく

るのだろうか。
家の中でもペットボトルのお茶が愛飲されていると
気付いた出来事があったのを思い出した。当時小学生

奥の深い素敵な日本の食文化の１つを、子どもたちに
伝えるのは、大人の役目ではないだろうか。

だった次男の友達が遊びに来たとき、おやつにお菓子
とほうじ茶を出してやろうとして、お湯を沸かしたり、

４．心のふるさとをつくる農村滞在

茶筒から急須に茶葉を入れたりしていた。急須を手に
取った私に、その子は「それ、なんというものですか」

北海道のグリーンツーリズムの先駆けとなった農業

と言った。 まさか急須のことを聞いているとは思わな

体験受け入れ組織には、広域で連携しているグループ

かった。

がいくつもある。15年ほど前、農家が農場看板を設置

その子の家でお茶といえば、冷蔵庫の中のペットボ

するところから始まった活動の話を聞いた時、 今なら

トルの緑茶やウーロン茶で、急須はないし、熱いお茶

全国どこでも取り組んでいる都市と農村の交流に抵抗

を飲むのは初体験だというのだ。息を吹きかけて冷ま

感を持っている人もいたと知った。 地域のなかには、
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本業に精を出すべきだとか、目立つのは良くないとい

たご飯は食べているが、お米のことは知らない子ども

う意見もあるなかで「○○農場」と看板を上げるのは、

たちが増えているのが浮き彫りになっている。 子ども

消費者と交流しながら「ここでこれからも農業をやっ

は家庭のなかでお客さんのように扱われ、家でお米を

ていきます」という、決意表明にも似た決断だったの

研いだり、 買ってきたお米を台所に運んだりしたこと

だと思う。

はないのだろう。本来は家庭や地域で教えなければな
らない、子どもたちが自立するために必要な家事など
の生活力を、農業体験のなかで習得させようとしてい
るとしたら、それは都市生活者の甘えなのではないか
と考え込んでしまった。
印象深いエピソードは他にもある。
「コンビニはどこですか」
修学旅行でやって来て受け入れ農家に到着した途
端、そう尋ねる都会から来た高校生がかなり多いよう
なのだ。
「一番近い店でも、 徒歩だと数十分かかる」
と言っても、１人で行こうとしたり、ふてくされて無口
になったりするようだ。特に買いたい物はないのだが、
学校や塾の帰りにコンビニに立ち寄るのが日課となっ

北海道の農家は経営面積が大きく、田んぼのなかに
点在する家が見つけにくいが、看板に助けられて、す

ちになるらしい。

んなり訪問したい農家に到着できるようになった。 訪

家ではいつも１人だし、 人と話すのは苦手という生

問する人との交流の場になるようにとの目的で、 敷地

徒も、農作業の体験をした後、みんなで一緒に夕飯を

内にログハウスを設置したり、納屋を改造して集いの

食べ始めるころには、 笑顔を見せてくれるようになる

場としたり、 工夫を凝らしている農家も増えている。

という。親の仕事などの都合で一緒に食卓を囲むこと

女性が中心になって交流事業を積極的に行っている

がなく、親子関係が希薄な家庭が多いのは想像に難く

グループは、壁には稲わらやその家で作っている花や

ない。

ハーブを材料にしたリースが飾ってあり、訪れた人を
優しく受け入れようとする心遣いがさりげなく伝わって

「いつもこんなにおいしいものを食べているのです
か」

きた。 人を受け入れる力、 農村の持つホスピタリ

そう聞かれて、びっくりしたという方もいらっしゃっ

ティーとは、農家の営みのなかで静かに醸し出されて

た。畑で収穫した新鮮な野菜をすぐに調理して、みん

いるのだと気付くことができた。

なで食べるから余計においしい。当たり前すぎて忘れ

農業体験で１泊２日の滞在をした中学校の先生に、

ていた農家の暮らしの魅力を、生徒たちに気付かせて

生徒たちの感想を聞かせてもらった。
「食べ物を生産

もらえたという。農村の営みや風景が都市生活者に癒

することがどれだけ大変かよく分かった」
「これからは

やしを与えるだけでなく、交流によって農村側が地域

加工食品に頼らず、自分の手で作る喜びを持ちながら

の良さを再認識できることも多いのかもしれない。

生活していきたい」と言っている生徒が多く、受け入
れ農家のご苦労が報われている気がした。
しかし「お米は意外と重かった」 というコメントに

8

ているから、 行かないとなんとなく落ち着かない気持

都市と農村の交流は、ギブ・アンド・テイクでなけ
ればならない。農家側は食農教育の場を提供して、農
業が命を育む産業であることを伝え、子どもは対等に

は、いささか驚きがあった。納屋で精米したお米を台

扱われて仕事を頼まれることでたくましく変わっていく。

所に運んでもらった時の感想だという。茶碗に盛られ

その姿から農家も元気をもらっているのではないだろ
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【巻頭論説】今あらためて、食農教育を進めるために《第2回》

うか。全国各地で農家が農業体験の受け入れを行って

日中は降ったりやんだりというすっきりしない空模様の

いる。 次代を担う子どもたちの「心のふるさと」とな

日だったが、夜になるとにわかに雲のカーテンが開き、

る交流を、 さらに広げていっていただけたらありがた

天の川がはっきり見えてきた。 降りそそぐように星が

いと思う。

瞬いている。 深夜でも暗くならない都市の夜空とは

農林水産省、 文部科学省、 総務省が連携して推進

まったく違い、 一つひとつの星が明るく強く輝いてい

している「子ども農山漁村交流プロジェクト」では、

て、手を伸ばせば届きそうなくらい近くに感じた。そし

小学生に、自分の家を離れて自然豊かな農山漁村に宿

て、初めて流れ星を見た。

泊体験させている。普段とは違う環境や人間関係のな

この恋がうまくいきますように。サッカー選手になれ

かで、子どもたちの新たな一面を引き出し、成長を促

ますように。 悲しい思いをしている人たちが、 早く元

す効果のある教育活動だ。体験学習の事例にある、農

気になれますように……年齢によって、流れ星にかけ

作物の収穫や加工、そして「星空観察」は、小学生だ

る願いは違うだろうけれど、 なかなか口にできない夢

けでなく、修学旅行に訪れた高校生にも感動を与えて

や思いを、 素直に言える気持ちにさせるホスピタリ

いるという。

ティー（もてなしの心）が、農村には確かにある。

私も思春期のころ、親戚のいる農村で、首が痛くな
るほど長い時間、夜空を見上げ続けたことがあった。

（次号では、田んぼ、果樹、酪農などに分けて食農教育の事例
を紹介する予定です）
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食料・農業・農村

研究ノート
相続・事業承継支援対策に見るＪＡの今後のあり方

――環境保全・持続型社会の形成に寄与するＪＡを目指して
ほ し

ＪＣ総研 基礎研究部 主席研究員● 星

つとむ

勉

解決に向けては、これまでのＪＡグループの事業モデ

１．はじめに

ルを大幅に変えるだけの決心と実践力が必要である。

2012年の第26回ＪＡ全国大会決議「次代へつなぐ
協同」の具体的対応の１つとして、
「次世代対策 」が
掲げられた。

そして、そのためにはそれ相当の確信する理念が必要
というのが第１の理由である。
第２に2013年の冬現在、ＴＰＰ（環太平洋パ ート

同大会で出された資料によると、2013年現在、70

ナーシップ協定）推進の動きが強化されるに呼応する

歳以上のいわゆる第１世代の正組合員は、全正組合員

かのように、規制緩和の視点からＪＡグループのあり

の42％を占める185万人おり、10数年後以降はこれら

方をめぐる制度改悪の動きが懸念される。ここは、こ

世代が確実にいなくなる。と同時に、これに伴い大幅

れらの動きに対抗すべく、地域社会にとって、さらに

な貯金の流出、 共済保有契約者・ 残高の減少などが

はわが国農業・農村にとってＪＡグループが今後とも

懸念される。そのためＪＡグループでは、次代を担う

絶対不可欠の存在であることを、国民理解の促進を前

後継者確保が喫緊の課題となっている。

提に、理論的に明示化する必要があると考えるからで

大会決議や背景にあるＪＡを取り巻く厳しい状況を

ある。

受け、従来からの組合員の暮らしと資産を守る観点か

その際に、
「環境保全・持続型社会の形成に寄与す

らの資産管理事業についても、抜本的見直しが避けら

るＪＡグループ」というキーワードは、普遍性を持ち

れない。具体的には、多様化してきている55歳以下な

得て、国民理解の促進に大いに役立つと考えるからで

どの次世代組合員のニーズへの的確な対応を中身とす

ある。

る農地・ 資産の相続相談など、 相続・ 事業承継支援
対策に向けた体制の充実である。2013年３月にはＪＡ
全中において、ＪＡの相続相談の取り組みを補完・支
援する体制の構築を図るため、全国段階での検討を行
うことを決定している。

２．今日的農協運動と環境保全・持続型社会の形成
（１）理論的背景
経済学者の故玉野井芳郎によると、
「生態系（ecosystem）は、植物（＝生産者）
、動物（＝消費者）
、微
生物（＝分解者）が、土壌、水、大気などよりなる自

本稿は、 ①相続・ 事業承継支援対策をケー ススタ

然的環境とのあいだにくり広げる相互作用から構成さ

ディーに、
「次代へつなぐ協同」という大会テーマにつ

れるひとつの自律系のことである。 このようなエコロ

いて、その有している歴史的意義なり、学術的意義に

ジーの世界がテクノロジーの世界と区別される決定的

ついて、環境保全・持続型社会の形成をキーワードに

な特性は、 生態系が生命の世界を核としている」
（槌

整理した。次いで、②ＪＡが環境保全・持続型社会の

田敦・岸本重陳編『玉野井芳郎著作集 第２巻「生命

形成に寄与する以前の問題として、そもそも同事業に

系の経済に向けて」
』学陽書房、1990年、11ページ）
。

取り組むのでなければ多くのＪＡの将来は見込めない、
それくらい現状は困難な状況や実態にあることを警鐘

象的な、 植物・ 動物・ 微生物間の物理化学的反応や

の意味を込めて紹介する。

相関関係を指していっているのではない。

ではなぜ、以上の作業を試みるのかといえば、課題

10

しかもここでいう生態系とは、単に実験室内での抽
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（Ｂiochore）を形成し、季節の変化が織りこまれる自
然景観では一般に生態域の境界が自然の立地空間的

汚染されたりすると代替が利かない分、深刻な事態を
もたらす。

単位にひとしいことになろう。 以上のような生態系の

高度経済成長をはるか昔に終えた現在、あらためて

特性にもとづいて、
（1）コミュニティ（共同体）
、
（2）

環境保全・持続型社会の構築が求められる。そのため

行政システム、
（3）産業構造と産業立地、という社会

には、市場経済システムでは生態系の問題が枠外に置

システムの三つの側面にわたって問題が広がってゆく」

かれるという前提を変える必要がある。

（槌田・岸本、1990年、23ページ）という、歴史的か
つ実在空間を内実としている。
玉野井の定義による生態系は、まさしく農業（特に

経済人類学者カール・ポランニー的にいうと、市場
経済システムを生態系のなかにもう一度埋め戻す作業
が必要である。

土地利用型）という生産活動がそのまま該当するとい
える。農業は機械などの工場生産とは異なり、植物や
土壌微生物などの生命のサイクルを特徴とする生態系

（２）事業モデル例としてのＪＡによる直売所設置・運営
以上の理由から、政府のいう成長戦略の一環として

との共生が欠かせない。さらに、農業生産のあり方は、

の海外への農産物輸出を念頭に入れた農業振興策と

わが国水田農業に代表されるように、生産に不可欠な

は異なった視点での、環境保全・持続型社会の形成に

農地や水利をめぐってコミュニティー（共同体）のあ

資する農業振興が求められる。

り方や農政（行政システム）と密接不可分にある。

以上の課題に応えた事業モデルの典型例として、Ｊ
Ａによる農産物直売所（ファーマーズマーケット）の

ところで、農業を除く産業一般、そして産業活動を

設置・運営を挙げることができよう。

可能とさせている市場経済システムが「
『自己調整的

生態系とは、多くの植物・動物・微生物が相互作用

システム』として自立するためには、労働、土地およ

し、１つのシステムとして自律している系ということが

び貨幣の三つを『擬制商品化 』することが条件 」
（槌

いえるが、こうした多様性に基づく系は地域ごと、あ

田・岸本、1990年、13ページ）となる。つまり、市場

るいは季節ごとに異なった様相を持つ。そしてこれを

経済システムでは経済活動上不可欠な要素である労働

活用する農業生産においては、代表的例としては京野

力、農地を含む土地や水、貨幣について抽象的対象物

菜の地場生産・地元消費などが挙げられるが、モノカ

あるいは観念物として取り扱われることとなる。これは

ルチャー（単一品種による大規模栽培）よりも少量多

どういうことかというと、観念上いくらでも供給が可能

品目の生産・ 販売がふさわしい。 農産物直売所の設

であり、同時に経済活動によってもたらされる外部へ

置・運営は、
《少量多品目の生産・販売 → 地域にお

の経済・不経済効果には中立・無関心を意味する。

ける生態系維持に貢献 》
、という一連の流れに資する

こうした思考様式の何が問題かというと、本来労働

ものといえる。

力や土地は限りあるものであり、土地に至っては人為

では実際に、ＪＡがどのように農産物直売所設置や

的に作り出すことができない、 取って代わることがで

運営に関わっているのか。農林水産省の資料によると、

きない生産要素としてある。一度、土地をめぐる環境

他の団体と比較し関与度合いあるいは地域での影響度

が破壊されてしまうと、汚染された土地について他の

合いが高くなっていた（以下の図１、図２参照）
。

土地をもって代替することはできない。

まず、2009年度の全国の産地直売所（1万6816カ

2011年の東日本大震災によってもたらされた東京

所 ）における年間総販売金額は8767億円であるが、

電力福島第一原子力発電所事故は、まさしくこのこと

このうち「農業協同組合 」すなわちＪＡが占める販売

の象徴であろう。化石燃料など資源に乏しいわが国に

金額は32.1％（2811億円）と団体中１位を占め、次い

とって、原子力発電によるエネルギ ーに掛かるコスト

で「生産者又は生産者グループ」が28.0％（2452億

の低減は、費用便益上有利ではあっても、一度その活

円）となっていた。

動基盤たる土地（土壌）や地下水が環境破壊されたり、

運営主体別の年間販売金額（１産地直売所当たり）

【食料・農業・農村】研究ノート▶ 相続・事業承継支援対策に見るＪＡの今後のあり方
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【図 1】運営主体別の年間販売金額（１産地直売所当たり）（2009 年度）

戸と１位であるが、２位「第３
セクタ ー」 の138戸のほぼ倍
となっていた。
以上の実態から、農産物直
売所の設置や運営に、ＪＡグ
ループは大きな役割を果たし
ていることが見て取れる。 そ
し て こ の 役 割 を 通 じ て、
ア.《少量多品目の生産・販売

→地域の生態系維持》に少な
からず寄与しているといえよ
う。さらに、 イ.多様な農業の
担い手層を存在させることに
も寄与しているといってよい
だろう。 地域社会において多
【図 2】運営主体別の参加（登録）農家数（１産地直売所当たり）（2009 年度）

様な社会経済層が存在するこ
と自体、持続的で安定的な地
域社会づくりに貢献するもの
といえる。 環境保全面ばかり
ではない、 地域社会面でもＪ
Ａが果たす役割を見いだすこ
とができる。
（３）相続・事業承継支援の
歴史的意義
環境保全・持続型社会の形
成に資する農業振興について
は、農産物直売所の設置・運
営の他、そもそも、 富山（富
山和子『日本の米―環境と文
化はかく作られた―』 中公新
書、1993年）が詳述している

出典：図１および図２とも農林水産統計「産地直売所調査結果の概要―農産物地産地消
等実態調査 ( 平成 21 年度結果 )―」農林水産省大臣官房統計部、2011 年

が、わが国の水田農業の何百
年あるいは何千年という営々
とした営みは、 地域の生態系

を見ても「農業協同組合」が１位の１億4787万円で、

を維持・発展（人の手によって改造された生態系）さ

２位の「第３セクター」１億1502万円を大きく離して

せてきた歴史でもあった。つまり、 水田という農地の

いた。

次世代への継承はそのまま、地域の生態系の維持・発

さらに、運営主体別の参加（登録）農家数（１産地
直売所当たり）に至っては、
「農業協同組合 」 が279
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述べたが、 農業後継者（相続人 ）は、ただの私的財

産としてできる限り相続人に農地の円滑な継承を提案、

産として継承するのではなく、 当初から “ムラ ”（集

さらに相続後の農地管理面でも直接的あるいは集落営

落）の管理に組み込まれた “イエ”（家）の財産、つ

農推進を通じてなど間接的に支援して、先々農家とし

まり家産として継承されてきた。ＪＡグループが行う

て立ち行くように指導・ 支援できるのは、ＪＡをおい

相続・事業承継支援（以下、相続支援）とはまさしく、

て他にはない。

地域の生態系の維持・発展を可能とする家産継承その
ものを意味すると同時に、この点にこそ、相続支援に

３．ＪＡが相続支援に取り組む必要性

取り組む際の歴史的意義を見いだすことができる。

本誌前号（VOL.27） で筆者が主張した「ＪＡと地
方自治体が連携した都市農村計画づくり」については、

ＪＡグループが相続支援に取り組む意義については、
市中の信託銀行が行っている組合員への財産診断

注）

実は、相続支援そして地域の生態系の維持・発展が目
的の１つとなっている。

とその処方提示の仕方とを比較すると分かりやすい。

逆に、相続支援から見た都市農村計画づくりへの関

例えば、筆者が行った相続支援に関してＪＡいるま

与とは、ＪＡの公益性発揮と同義であるが、一方でＪ

野をはじめ複数ＪＡへのヒアリング調査によると、 信

Ａの経営基盤確保上の問題としても取り組みが不可欠

「農地をで
託銀行から示される処方箋のほとんどは、

となっている。

せん

きる限り転用してアパート建設など土地活用の提案を

以下では、ＪＡの公益性の発揮、またはそれ以前の

してくる」
（ＪＡの担当者）という証言を得ている。つ

問題として、 そもそもＪＡが相続支援に取り組むこと

まり、その時点での最大収益確保を目指した（その方

がいかに重要であるかを、本稿後半のメインテーマと

が彼らに最大収益をもたらす）短期的視点からの処方

して述べる。

提示、あるいは家産としてではなく、相続人の個人財
（１）事業実績の退潮による悪循環の懸念

産という視点からのコンサル態度といえよう。
相続発生時、100％の農地継承は無理としても、家

ここに、都市計画上、市街化区域が設定されている
地方中核都市にあるＪＡの、

【表】あるＪＡの 2003 ～ 2012 年の間における基礎数値推移一覧

2003年

2006年

2009年

基 礎 数 値の推 移に関して、
ショッキングな数値例がある

実数

2012年

（表 ）
。 決して中山間・ 過疎地
帯のＪＡではない。

正組合員数

21,631

20,430

19,095

17,919

准組合員数

11,787

11,743

11,973

15,855

正組合員数の推移について

987

950

869

804

見た場合、この10年間（2003

2,499億円

2,342億円

2,251億円

2,300億円

～ 2012年 ）で —17.1 ％（2万

1兆2,858億円 1兆1,020億円

9,584億円

8,542億円

1631人 → 1万7919人 ） と大

84億円

80億円

75億円

幅な減少となっていた。 この

職員数
貯金残高
長期共済保有残高
出資金総額

88億円

対3年前増減比（％）

2006年

2009年

2012年

ままで推移すると、 極端な言
注）財産診断とは、保有する資産のお

正組合員数

およその資産評価額および相続税額を

准組合員数

把握する取り組み。数字で自己資産と
相続税の現状を把握することで、組合

職員数

員に対する相続対策の動機付けとなる

貯金残高

とともに、組合員の資産保有状況に適

長期共済保有残高
出資金総額

した対応策の立案が可能となる。効果
的に活用することで、組合員満足と各
種事業伸長に寄与する
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い方をすると60年後には正組合員はいなくなる勘定で

担当者の配置が困難 → 相続支援に対応し切れない

ある。 農地所有者である正組合員がいなくなるという

→ ＪＡの経営基盤確保が困難》
、という悪循環の構図

ことは、仮に准組合員加入でカバーし、経営体として

が透けて見える。

維持できたとしても、 そのＪＡのＪＡたる社会的存立
根拠は失われることを意味する。

こうした悪循環を断ち切るためには、 現行よくある
年度単位での金融、共済、経済など各部門別ごとの積
み上げ方式によるＪＡの事業目標設定によっては、解

職員数の推移については、正組合員数の動向とほぼ

決が期待できない。 もちろん、 実態とかけ離れた、

正比例するように、2003～2012年の10年間で—18.5％

トップダウン方式による目標設定はもっと不可能であ

の減少率。 長期共済保有残高を見た場合でも、 この

ろう。

10年間で–33.5 ％ の大幅な減少率（1兆2858億円

現行方式による事業目標設定では解決できない、む

→ 8542億円）となって、正組合員数の同期間におけ

しろ悪化してしまう場合がある。重要な経営資源であ

る減少率—17.1％の倍近いの減少結果を示していた。

る職員の確保に関わって、従来からのやり方を踏襲す

さらに出資金の推移についても、
この10年間に—14.8％

るだけの硬直した目標設定では、結局優秀な職員から

の減少率を示し、 正組合員数の減少率に近い数値結

辞めていくことが想定され、事態の一層の悪化を招く

果となった。

こととなる。

以上の一連の数値は何を意味しているのだろう。
仮に農地所有者である正組合員の脱退が個人の意

（２）
「2020年以降問題」

思ではなく、そのほとんどが本人死亡という不可抗力

問題は、 例示したＪＡに限らず今後どこのＪＡでも

からの事由だとする。ＪＡ管内の正組合員の死亡率を

急激に、相続発生を契機として貯金や共済保有残高な

仮に毎年2.5％だとした場合、実際の10年間の減少状

どが激減する可能性がある点である。それは、現在進

況（2万1631人→ 1万7919人 ）とほぼ符合する1万

行中の昭和一桁世代のリタイアに加え、さらに決定的

7233人であった。つまり、亡くなった分だけ正組合員

駄目出しと考えられる団塊世代のリタイアである｡

数も減少していたこととなるが、 他の複数要因もあり

具体的には、日本人成年男子の平均寿命が79.44歳

符合した結果はたまたまの偶然であったことは考えら

（厚生労働省、平成23年簡易生命表より）であること

れる。しかしながら少なくとも毎年必ず何％かは発生

を考え、 団塊世代がこの世からも引退し始める2020

するであろう相続に対して、相当数の相続人が正組合

年以降において、 相続支援をしっかりやっていないＪ

員として、 継承されていなかったことは推測できるの

Ａは、 確実に同じような局面に直面することとなるだ

ではないだろうか。

ろう。

この推測を裏付けるものとして、長期共済保有残高
または貯金の減少状況がある。両者いずれも大幅な減

残された時間は少ない。 ここは長期戦略的視点に
立っての根本的な治療法を施す必要がある。

少を示す場合、経験則として、相続発生時にそれまで

つまり、ＪＡの経営基盤確保という視点からＪＡを

ＪＡと縁がない相続人への相続に起因しているのがほ

挙げて相続支援に立ち向かう必要があるという、発想

とんどである。実際、長期共済保有残高を見た場合、

の転換そして事業モデルの転換が喫緊に必要とされて

10年間で —33.5 ％の大幅な減少率（1兆2858億円→

いる。

8542億円）となっていた。

なぜ、残された時間が少なく、喫緊に取り組まなけ

こうした一連の結果で注目すべきは各数値バラバラ

ればいけないのか、あらためて列挙する。

にではなく、 相互関連しながら減少している点であろ
う。つまり《相続発生に伴う正組合員数の減少（次世

14

①“そのとき”は、突然やってくる

代交代への失敗）→ 長期共済保有残高や貯金の減少

世代交代というのはいつもそうであるが、不連続の

→ 職員数の減少・ＪＡ経営の基礎体力低下 → 専任

事象である。そして団塊世代という言葉のとおり、あ
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る時期から次世代への交代が集中して起き得る。つま

場動向調査と分析いわゆるマーケティング能力が求め

り昨日までは一昨日と同じやり方で通じたものが、ある

られるし、さらにウ.得られた市場情報をどのように活

日を境として突然通じなくなることがあり得る。こうし

用して新たな事業モデルを構築するのかという企画・

たことに対応するためには、 そのときに対処療法的

戦略立案能力が、従来以上に求められるようになるだ

（泥縄的 ）に対応しても課題解決には至らない。物事

ろう。そして、３つのキーワード（ア.営業－イ.マーケ

（課題の所在）の本質を早くから把握して、“そのとき”

ティング－ウ.企画・戦略立案能力）を有機的に連携さ

に備える必要がある。

せる体制づくりなり、人材育成が求められる。
以上のことを実現するためには、それ相当の覚悟と

②長期の時間と地道な努力を要する次世代層とＪＡと

同時に実を結ぶまでには長期の時間を要しよう。来る

の接点づくり

べき “そのとき” に備え、一刻も早く着手する必要が

これまでＪＡの運動や事業推進の中核を担ってきた

ある。

昭和一桁世代（いわゆるＦ１世代 ）
、 その後の団塊世
代、さらにそれ以降の次世代層と年代層が若くなるに

次号以降において、ではどのように相続支援に今後

従い、指数的にＪＡとのあらゆる部門・ 機会における

ＪＡグループは取り組むべきなのかを、いくつかのモ

接点が薄れてきているといってよいだろう。

デルＪＡの例を踏まえ検討する。

すなわち、今後世代交代が進むに従い、次世代層に
ＪＡの組合員資格を継承してもらい事業を利用しても
らうためには、従来以上に長期の時間と地道な努力や
工夫が必要であり、そのためには一刻でも早い取り組
みが求められる。

【参考・引用文献】
・磯辺俊彦『日本農業の土地問題——土地経済学の構成 』東京大学出
版会、1985年

・ 槌田敦・岸本重陳編『玉野井芳郎著作集 第２巻「生命系の経済に向
けて」
』学陽書房、1990年

・富山和子『日本の米―環境と文化はかく作られた―』中公新書、1993年
・ 星勉編著『柔らかいコモンズによる持続型社会の構築―農業・農村

③求められているのは事業モデルの転換
農村部における昭和一桁世代、あるいはその下の団
塊世代にとってＪＡとは、 通常は日常的存在であり、
団塊世代以降の世代層と比較して、組合員ということ
でＪＡの運動や事業推進に一定の理解や支持を得やす

から「国のかたち」を考える―』農林統計協会、2011年

・ 農林水産統計「産地直売所調査結果の概要―農産物地産地消等実態
調査(平成21年度結果)―」農林水産省大臣官房統計部、2011年
『第26回ＪＡ全国大会資料』ＪＡ全中、2012年
・

・ 星勉「ＪＡにとっての土地問題・都市農村計画——今後とも地域で存
続するためにＪＡが果たすべき役割」
『ＪＣ総研レポート』
、2013年
秋／ VOL.27

かったといえよう。
しかし団塊世代以降の世代層にとってＪＡとは、そ
れまでの「組合員だから付き合う」のではなく、より
シビアに「自らにとって利用する価値があればお付き
合いする」という存在になっていくことが予想される。
仮に、金融・共済・経済の各事業の目標設定におい
て、ＪＡの経営的視点（供給者サイド的視点）からの
みで、各担当部門縦割り的に決めてしまっても、従来
だったら通じたかもしれないが、 今後は立ちゆかなく
なることが考えられる。彼らのライフイベントに沿うと
いった、いわゆる組合員ニーズに立った目標設定なり
運営戦略の立案が求められる場面が多くなってこよう。
具体的には、前者であったら専ら営業努力が重視さ
れようが、 後者の場合にはア.営業努力の他に、 イ.市
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食料・農業・農村

ト ピ ッ ク
次代へつなぐ協同へのアプローチ
――後継者世代への対応戦略
こ

ばやし

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 小 林

はじめ

元

１．はじめに

２．後継者世代と農業・ＪＡの距離

本誌2013年春号（VOL.25）では組合員の多様化と

後継者世代と農業・ＪＡの距離を考えていこう。現

正組合員の高齢化の実態、2013年夏号（VOL.26）で

在のＪＡの第１世代（70歳以上）は、昭和一桁世代を

は正組合員資格の継承問題への対応として「 いえ

中心としている。その後継者世代は戦後生まれであろ

（戸）
」単位での名寄せ、すなわち組合員情報の共有化

う。特にその大宗を占める世代が団塊の世代であると

の必要性を訴えた。2013年秋号（VOL.27） では正組

考えられる。人口論で団塊の世代とは1947年から1949

合員資格の継承問題への具体的な対応を「地域営農

年に生まれた世代を指し、2013年現在で64 ～ 66歳で

ビジョン運動」に結び付け、その「はじめの一歩」と

ある。団塊の世代は、わが国の社会・経済に大きな影

して取り組む意味について解説した（図１参照）
。

響を与えた特徴的な世代として位置付けられるが、農

ここまでの連載の焦点は、高齢化した正組合員とそ
の正組合員資格にあった。しかし、
「継承 」 である以

業・ＪＡとの距離でも一定の特徴を有する可能性があ
る。

上、 正組合員資格が「継承される」 対象＝後継者世

第１に団塊の世代は、その両親に「勉強をして、都

代への対応も迫られる。 問題を難しくする要因の１つ

会のいい学校に行き、都会でいい就職を」と育てられ

は、必ずしも後継者世代が諸手を挙げてＪＡの正組合

たケースが多い。すなわち農村部では「他出規範」注1）

員資格を継承するわけではないという点にある。 あり

ともいうべき行動規範が少なからず見られたのである。

ていにいえば、これまでＪＡの運動と事業を支えてき

その背景には「苦しい農業」から子どもを解放したい

た昭和一桁世代（第１世代）と後継者世代の間にはＪ

という当時の親心が見られるが、それは同時に当時の

Ａへの理解、接し方という点で大きな違いがある場合

農業・農村への諦観（あきらめ）も表しており、それ

が多いということである。

が団塊の世代に与えた影響は大きいであろう。

ていかん

第２に団塊の世代が社会・経済の中心的な働き手と
なる1980年代以降、経済のグロー
バル化と構造改革路線のなかで、

【図1】これまでの連載と本トピックの位置付け
課
2013年春号
VOL.25

題

求められる取り組み

いわゆる農業バッシング・農協バッ
シングが盛んとなった。特に総合研

組合員の多様化

究開発機構（NIRA）の「農業自立

特に正組合員の高齢化に注目

注1）小田切徳美氏は、
「地域外へのあとつ

2013年夏号
VOL.26

正組合員資格の継承問題

2013年秋号
VOL.27

正組合員資格の継承問題を
「いえ
（戸）
」
・
「農地」の視点
から考える

「いえ
（戸）
」単位での名寄せ
（組合員情報の共有化）

ぎの他出が『地域規範 』化し」と推察し、
「事実、 聞き取り調査によれば、 この地区
における青年層の他出にかかわっては、送

今号

16
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り出す親世代からも、『他出することが、
あたりまえ』との声が少なからず聞かれる
のである」と整理している。小田切徳美『日
本農業の中山間地帯問題』農林統計協会、
1994年、86ページ

食料・農業・農村
戦略の研究」から農業バッシングが盛んとなる。その

図２は、後継者世代の定年後（＝リタイア後）の動

後のグローバル化の下での農業バッシングの過程は田

向を類型化し、その地域・農業・ＪＡとの関わりの可

注2）

が、いずれにせよ、多くのマス

能性を検討している。①地域に住んでいるのか、それ

メディアを通じての農業バッシング・農協バッシング

とも他出しているかが第１の分岐点であり、 ②定年後

代洋一氏に詳しい

し

い

が今日まで続く。こうした恣意的で特異な環境の下、

に就農するか、否かが第２の分岐点となる。そして就

都市部で暮らしてきた団塊の世代に農業・ＪＡへの誤

農もしくは農業に積極的に関わるならば、次世代の地

解が生じていたとしても、それは不思議ではない。

域・農業・ＪＡの中心となることが期待される。就農
しないならば、 いかに後継者と農業・ＪＡとの関わり

３．後継者世代の像

を持つか、その対応が問われる。このように後継者と

団塊の世代を中心とする後継者世代は農業・ＪＡを

いっても農業・ ＪＡとの関わりとその距離に応じて、

正確に理解しているとは言い難いであろう。 むしろア

一律的ではない多様な対応がＪＡには求められる。

ンチ農業・ アンチＪＡも少なからず存在することが実

４．後継者世代の地域・農との関わりの方向性

態であろう。
しかし、アンチ農業・アンチＪＡのいずれであって

では、後継者世代と農業・ＪＡとの関わりについて、

も、資産としての家・農地の継承と相続自体は発生し、

具体的に必要とされるＪＡの取り組みの方向性を見て

例え農地を売り払ったとしても、 故郷に戻らなかった

いこう。図３は、縦軸に農業との関わりの度合い、横

としてもそこではなんらかの行為としてのＪＡとの関係

軸に地域との関わりの度合いを取り、その方向性を模

性は生じる。ＪＡの立場からは、そうした地域と農業

式的に整理している。

から切り離される後継者世代への対応と積極的な関与
こそが求められる。他方で「田舎暮らし」が注目を浴

（１）地域農業の中心的な担い手（プロ農家）

び、ライフスタイルとしての農業との関わり方を求める

すでに就農している後継者世代は、地域農業の中心

後継者世代も多く見られる。 そこでもＪＡの対応と積

的な担い手として期待され、地域社会のリーダーとし

極的な関与が求められる。

ての期待もある。同時にＪＡでは、次の世代の運動と
事業の中心として期待される。
こうしたプロ農家とも呼ぶべき後

【図2】後継者世代と地域・農業・ＪＡとの関わり

継者世代は、すでにＪＡとの関わり
就農している

地域・農業・
ＪＡの中心として

も密接であろうが、 今後は農業経
営とＪＡ運動の両面での接点の強

定年帰農

地域・農業・
ＪＡの中心として

在宅
就農していない

化が求められる。 農業経営では、
ＴＡＣなどを通じた意思疎通の徹

就農しない

地域・農業・
ＪＡとの関わりへ

底を図るとともに、特に農業経営や
生産物の販売、 経営の多角化など

定年帰農

地域・農業・
ＪＡの中心として

就農しない

地域・農業・
ＪＡとの関わりへ

帰村する

の関わりと情報の提供が求められる。
ＪＡ運動では、 青壮年部などの組
注2）農業バッシング・農協バッシングの歴史的
経緯については、 田代洋一氏の整理が最も詳し

他出
ウィークエンドファーマー

農業・
ＪＡとの関わりへ

い。田代洋一『農業・食料問題入門』大月書店、
2012年、96ページ、103 ～ 106ページ他。
なお、農協バッシングについては、増田佳昭『規

帰村しない
農との関わりがない

農業・
ＪＡとの関わりへ

制改革時代のＪＡ戦略——農協批判を越えて』家
の光協会、2006年、第１章に詳しい
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【図3】後継者世代の地域・農業との関わりの方向性

はなく、多様な接点と機会をＪＡから積極的に用意す
ることが必要となるであろう。

農業

地域農業の中心的な担い手

地域農業の担い手

農のある
くらし

Community
Business

（３）地域農業の多様な担い手

地域社会
への
関わり
地域・
くらしとの
関わり
地域

——地域社会への関わり・Community Business
これまで農業との関わりがなかった人々が、定年な
どを契機に地域社会・地域農業へと積極的に関わる取
り組みが広がりつつある。それは、定年後に故郷に戻
り（Ｕターン）地域社会に関わっていく事例や、定年
を契機に農村へと移住（Ｉターン）し、地域社会や農
業に積極的に関わっていく姿である。
特に地域農業との関わりでは、
「田舎暮らし」などの
ライフスタイルの実現、 ＮＰＯや地域自治組織などを

合員組織のリーダーから、支店運営委員会への関与な

通じての地域づくりへの積極的な関与が見られる。さ

どを通じたＪＡ運営への積極的な参画へのステ ッ プ

らには農産物加工や食品製造、民宿・レストラン経営

アップが望まれるであろう。将来的には地域とＪＡの

などのCommunity Businessへの関わりも見られる。

リーダーとしての活躍を期待するわけだが、それに対

定年後の新しい暮らし方・生き方の選択肢が広がっ

してさまざまな学習と経験の場も求められるであろう。

ていくなかで、ＪＡの関わり方も問われるであろう。こ
れらの新しい主人公たちを、地域農業の多様な担い手

（２）集落営農など地域農業の担い手

として積極的に位置付け、関与することが求められる。

今日、草の根的にも政策への対応からも集落営農の

それは定年後の「新規就農 」 であったり、
「田舎暮ら

組織化が進んでいる。その中心的な担い手である組合

し」の場づくりや受け入れ、活動の手伝いや下支えな

長や役員といった経営管理労働を担当するリーダー層

どの形で実現される。そして積極的な関与を通じてＪ

や、機械作業などの中心となるＯＰ（オペレーター）

Ａへの理解を広め、将来的にはＪＡの次の世代の仲間

層の姿は、必ずしも「農業者」に限らない。

としての参加を期待したい。 ただし、ＪＡのみで取り

むしろ、農業以外の職業に就いている、もしくは農
業以外の職業に就いていたが定年を契機に地域社会

組むのではなく、行政や地域社会の多様な組織との連
携のなかで進める器づくりも求められるであろう。

への関与を強めるなかで、集落営農の中心的な担い手
となる事例が多い。例えば、会社勤めや役所勤めを経
験した人々は、得られた経営管理能力を生かして集落

後継者世代のなかには故郷とは別に都市部や都市近

営農のリーダー層として活躍する。機械技術などの多

郊に住居を構え、帰村しない人々も多いであろう。Ｊ

様な技術は、ＯＰなどとして生かされる。こうした後

Ａの正組合員資格の継承問題で大きな課題となる層が、

継者世代は集落営農の中心的な担い手の層＝地域農業

この「地元に帰らない」 後継者世代である。 ただし

の担い手として増加しつつある。
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（４）
「農のあるくらし」づくり

「地元に帰らない」とはいえ、なんらかの形で正組合員

これらの後継者世代の多くは、当初はＪＡとの関係

資格の継承には関わりが生じるし、資産としての「い

が近しいと言い難いが、ＪＡとのなんらかの接点があ

え」や農地の相続が発生する。そこではＪＡとの関わ

ることも実態であろう。 今後、こうした後継者世代に

りは否応なしに生じる（たとえそこで関係が途切れる

対してＪＡが積極的に働き掛け、ＪＡ運動への理解を

としても、その途切れる瞬間まではＪＡとの関わりは生

高める機会を増やすことで、ＪＡの仲間としての活躍

じる）わけだが、やはり地域社会と地域農業を守って

を期待したい。そのためには、単に事業のみの関係で

いくためにもこうした後継者世代のＪＡへの理解と参
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加は必要であろう。そのためには、単に准組合員とし

ている。喪主の要望・課題に総合的に応じることで、

ての事業利用の関係にとどまらずに、ＪＡの仲間とし

喪主＝後継者世代の信頼を得ることができ、それがそ

ての積極的な関わりが求められる。

の後の事業の広がりにつながっているという。

「地元に帰らない」後継者世代に対して「農業塾 」

こうした事例の他にも、高齢者福祉や助け合いの活

や市民農園、料理教室などさまざまな協同活動を通じ

動を通じて、後継者世代がＪＡを知り、理解し、仲間

てのＪＡへの理解と共感を求めていきたい。 それは

に加わるといった事例が広がりつつある。 もちろんＪ

「農のあるくらし」づくりとして位置付けられる。もち

Ａは農業協同組合であるから「農」を核に結集するわ

ろんこれらの取り組みは全国のＪＡで進められている

けだが、地域の課題の広がりに合わせて結集軸が広が

が、これからはより戦略的な位置付けが求められる。

りつつあり、そこにも次世代のＪＡの姿のヒントが表れ

例えば、①その入り口は「年金友の会」や支店祭り

ている。そしてその主人公が後継者世代であろう。も

であってもいい。そして②「農のあるくらし」づくりに

ちろん、 多様な取り組みを入り口として食と農を通じ

つなげ、さらには③ＪＡの仲間として参加してもらう。

た理解と共感を広げ、地域と地域農業の応援団として

その先には④協同組合学校などの学習活動、⑤さまざ

の組合員の位置付けとそれへの働き掛けが必要である

まな組合員組織への参加もあるであろう。さらには⑥

ことは言うまでもない。

ＪＡ運営への積極的な参画も期待される。以上のよう
に縦割りになっている多様な取り組みに、戦略的に横
串を通して意味付けすること、そしてその道筋を用意
することが重要である。

５．取り組みに横串を通す
ここまで、多様化する後継者世代について、地域・
農業・ＪＡとの関わりの方向性から、それへの対応を
類型化して見てきた。このように後継者層は一定の類

（５）地域・暮らしとの関わり

型が見られるが、組合員資格の継承問題をＪＡとの関

他方で後継者世代のすべてが農との関わりを求めて

わりの方向性として捉えると、 類型に応じた多様な対

いるわけではないことも実態であろう。しかし、 働き

応が求められていることが分かる。しかし、類型化に

方・生き方や生きがいが多様化するなかでは、生じる

応じたそれぞれへの対応がＪＡの現場で進んでいるの

課題も多様となる。特に後継者世代は、自身の老後や

かというと、難しいのが実態であろう。

親世代の福祉や医療が大きな課題となるであろう。ま

ここでは上に挙げた個々の対応の例は、すべてすで

た、自身の子世代・孫世代の暮らしや教育などの課題

にＪＡの現場で取り組まれていることに注目したい。

も大きい。

新しく何かを始める必要が迫られているのではなく、

加えて、定年後に地域との関わりを求める人々や、

個々に分断された、もしくは縦割りの取り組みに、 正

趣味などを通じた豊かな生きがい探しも始まる。 こう

組合員資格の継承問題としての「後継者世代への対

した多様な課題や興味にＪＡが対応することは、正組

応」という横串を入れるだけである。

合員資格の継承問題の対応策の１つとして検討・実施

簡単に横串を通すといっても、それほど簡単なこと

すべきであろう。そうした意味では昭和一桁世代を中

ではないだろう。 事業と組織が縦割りとなっているな

心とした戦後農協とは異なる、より地域と暮らしに課

かで横串を通すことは困難なことである。 こうした困

題の領域を拡大した次のＪＡの姿の可能性も見えてく

難を克服するために求められることは、
（１）戦略的に

る。

組み立てる、
（２）運動と事業を結び付ける、
（３）組

興味深い取り組みとして、葬祭事業を核に事業間連

織を見直すなどの取り組みであろう。

携を進めて地域住民の信頼と組合員化を進めている事
例が西日本にある。その事例ＪＡは都市近郊地帯に位

（１）戦略的に組み立てる

置し、支店と葬祭場を核として組合員のさまざまな要

戦略的に組み立てるとは、目的＝ここでは正組合員

望に対応し、かつ事業に横串を通して総合的に展開し

資格の継承対策に応じて、これまでのＪＡの取り組み
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を再整理することである。 多くのＪＡは中長期計画を

ここで誤解を恐れずに踏み込めば、今日のＪＡの組

策定するが、そこでは各事業・運動ごとに縦割りに目

合員組織は縦割り化もしくは硬直化が進んでいないだ

標と計画が描かれているのが実態であろう。言い換え

ろうか。また、組織の目的を見失って、組織の継続の

れば取り組みの羅列に終わっていないだろうか。それ

ための組織になっていないだろうか。 そして組織の目

を目的もしくは課題ごとに再整理し、 つなげ直すこと

的が、いつの間にか別の目的に転化してしまってはい

である。

ないだろうか。もちろん組合員の自主的な実践の多く

ただし、再整理してつなげ直す＝計画で終わってし
まう点もＪＡの弱点である。 戦略的な美しい「ポンチ

は優れた取り組みであるし、 協同の仲間づくりとして
ＪＡの組織の核でもある。

絵」ばかり作っても実行されなければ絵に描いた餅で

しかし、あえてもう一度、組合員組織の目的を含め

ある。計画倒れにならないために、成果の確認作業＝

て見直す＝組合員組織の棚卸しをしてみてはどうだろ

「見える化」が重要である。そうした意味で、ＰＤＣＡ

うか。 同様の目的を持った取り組みを、さまざまな組

サイクルの確立とその実践的な評価方法の検証が求め

合員組織が縦割りで別々に実施していることはないか。

られている。

取り組み同士を結び付けることはできないか。組織が
硬直化して世代交代ができていないのではないか。こ

（２）運動と事業を結び付ける

うした棚卸は、同時に次世代＝後継者世代の参加しや

すでに挙げたようにＪＡではさまざまな取り組みの
実践が進められている。ところが、協同活動や教育文
化活動、支店行動計画などの運動が事業と結び付いて

すさにもつながると考えられる。
６．後継者世代への段階的アプローチ

いるであろうか。例えば、市民農園や食農教育などの

後継者世代の多様化に着目し、その地域・農業・Ｊ

取り組み、趣味のサークルなどの機能組織、女性部・

Ａとの関わり、さらにその方向性を踏まえた上で、そ

青年部などの組合員組織の運動が、それ自体で完結し

れぞれに対応し得る戦略の確立が「取り組みに横串を

てしまっていないだろうか。 そこに事業を結び付けて

指す」といった形で求められる。ＪＡの組織としての

いくことも求められる。

総合性が問われる段階にあると思われるが、その道の

簡単な取り組みでは、運動の場で関連する事業にか

りは必ずしも平坦ではない。喫緊の課題としての正組

かる広報・チラシの配布をする、年金相談・ローン相

合員資格の継承問題は組合員加入促進、 准組合員へ

談などの事業相談と結び付けるなどが考えられる。そ

の対応戦略としての「准組合員政策」
、さらにはＪＡの

のためには運動を担当するＪＡ職員と、事業を推進す

社会的役割の明確化などの下での総合的な取り組みが

る職員の連携が求められるであろうし、それを結び付

求められる。

ける企画機能が問われるであろう。さらに、事業との

ただし、 それはＪＡという組織にとっての喫緊の課

関係のなかで対象を限定した運動などを進めることも

題である。それは同時に組合員にとっての課題でもあ

必要となる。このとき、対象を限定するだけの情報が

るが、 喫緊の課題かどうかという点においては「ＪＡ

求められ、 本誌2013年夏号（VOL.26）で取り上げた

の都合」と言われかねない。むしろ組合員や未加入の

「いえ（戸）
」単位での名寄せ、すなわち組合員情報の

後継者世代は、眼前に迫る農業・暮らしにかかる課題

共有化は重要であろう。

の解決こそが優先であり、そのために協同組合である
ＪＡに結集している。このように考えると、組織として

（３）組合員組織を見直す

のＪＡの立場とは異なる、後継者世代の視点に立った

生産部会や女性部、青壮年部、基礎組織、支店運

20

アプローチも求められる。

営委員会などの組合員組織を中心に、さまざまな実践

図４は、後継者世代への段階的なアプローチを模式

が進められている。例えば、食農教育や料理教室など

化している。すでに見たように戦後農協は均質的な昭

は女性部や青壮年部を中心に取り組みが広がっている。

和一桁世代（第１世代）に支えられてきた。第１世代
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は「おらが農協」という結集力を発揮し、その運動と

く環境は、地域社会の変化と農政の急激な変化、さら

事業の中心にいた。対してその後継者世代は必ずしも

にはこの国のあり方の変化の下で大きく転換しつつあ

農業・ＪＡに共通の理解があるとはいえない。協同組

る。こうした環境の下で、いかなる協同組合としての

合への理解も十分に得られているとはいえないかもし

ＪＡを構築していくかが問われている。

れない。であるならば、後継者世代を一足飛びに協同

政治の場面などでは、ＴＰＰ（環太平洋パートナー

の仲間と位置付けることは困難であろうし、 ましてや

シップ協定）交渉や産業競争力会議、規制改革会議で

運営参画へのハードルは高いであろう。むしろ、後継

の農業の議論が進みつつある。そこではＪＡのあり方

者世代自身はサービスを購入する消費者＝お客さまと

にかかる議論も用意されており、他律的な「農協改革」

しての意識の方が強いかもしれない。

の意見が散見される。すなわち、内側＝組合員の多様

こうした状況を踏まえると、 後継者世代へのアプ

化と高齢化・組合員の世代交代と、外側＝政治の場面

ローチは段階的に行うことが求められる。それは①参

からの他律的な改革要求のなかで、ＪＡのあり方が強

加の場づくりから始まり、運動への参加や事業の利用

く問われているのが実態であろう。それに対して、課

を広げ、その上で②協同組合を知る・学ぶ、そして③

題を共有する組合員が結集する協同組合としてのＪＡ

運営参画への道という段階的なアプローチである。

は、自律的に課題解決することが求められる。そうし

【図4】後継者世代への段階的アプローチ

た意味においてもＪＡの総合力は強く問われており、
次代のＪＡの社会的目的の明確化とそれに向けた横串
の通った総合的な戦略の構築が必要である。

②協同組合を
知る・学ぶ

③運営参画
への道

①参加の
場づくり

７．昭和一桁世代のＪＡから次世代のＪＡへ
本連載では組合員の多様化と高齢化の実態を整理
し、特に正組合員の高齢化に焦点を当てて正組合員資
格の継承問題を検討した。そして、その対応として地
域営農ビジョンのなかでの位置付けの必要性を論じ、
今号では後継者世代に注目してその類型化と類型に応
じた対応の必要性、その上での横軸を通す戦略と段階
的なアプローチを見てきた。
組合員の多様化と正組合員の高齢化は、 今後のＪ
Ａのあり方と社会的目的、組合員の結集軸に大きな変
化をもたらしつつある。すなわち昭和一桁世代を中心
とする戦後農協からの変化、次の時代のＪＡのあり方
の模索が始まっているのである。同時にＪＡを取り巻
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研究ノート
農業保護政策の国際比較

――日本農業過保護論の誤解を解く
あ

だ ち

ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員● 安 達

ひ で ひ こ

英彦
しかし、わが国の農産物の関税は全体としてはすで

Ⅰ. 序論

に低いし、国内の価格支持額も小さくなっているので

「日本は高い関税と手厚い価格支持政策に依存した

あるから、それらだけで内外価格差を説明することは

農業保護大国である」という指摘がしばしば行われる。

無理がある（鈴木宣弘『ＦＴＡと日本の食料・農業』

しかし、日本の農産物の平均関税率はすでに低く、国

筑波書房、2004年）
。

内の価格支持政策の大きさを示すＷＴＯのＡＭＳ（国

本稿では残りの部分を説明するものは「国産プレミ

内保護総額 ）の値もアメリカより小さい。それではな

アム」であると考える。例えば、東京都中央卸売市場

ぜ日本が農業保護大国であるというような見解がいま

の2002年1月の中国産ネギ１kgの価格は99円であるの

だに存在するのか。本研究ではこの原因を究明するた

に対して、同月の茨城産ネギ１kgの価格は140円であ

め、
「国産プレミアム 」 の概念の導入と「隠れた」 輸

る。中国産ネギが41円安いのに日本の消費者はどちら

出補助金という２つの視点から接近し、日本の農業保

を買っても同等と判断していると解釈すると、 この41

護が過大に推計されている可能性および輸出国の農業

円（比率で42％）は茨城産ネギの「国産プレミアム」

保護が過小に推計されている可能性を示す。

であると考えることができる。この「国産プレミアム」

Ⅱ. 日本における農産物の国産プレミアムの計測
１. 課題

部分は関税ないし非関税障壁（Non-Tariff-Barriers）
といった保護措置によって形成されたものではなく、
消費者ニーズに対応した生産者の品質向上努力の結果

本章では、なぜ日本が農業保護大国であるというよ

であるといえる。

うな見解がいまだに存在するのかという疑問を解明す

従って、保護指標から「国産プレミアム」部分を差

るために、国際比較が可能な農業保護指標により日本

し引くことで、農業保護の国際比較指標を再検討する

の農業保護の程度に関する再検討を行うことを課題と

ことが必要である。

する。
ここでは、 ＷＴＯのＡＭＳとＯＥＣＤが算出してい
るＰＳＥ（生産者支持推定量）という２種類の指標に
注目する。ＰＳＥのうちＭＰＳ（市場価格支持 ）と呼

はじめにＰＳＥおよびＡＭＳの定義はそれぞれ以下
のようになっている。

ばれる部分は内外価格差のことであるが、内外価格差

ＰＳＥは、
「農業生産あるいは農業収入における特

を形成する要因の１つは米や乳製品などの一部の品目

質、目的および影響にかかわらず、農業政策により生

で高い関税が維持されていることであるのは確かであ

じる、農場出荷段階で計測される消費者および納税者

る。以前は日本のＰＳＥのうち９割がＭＰＳであったた

から生産者への金銭的移転の年間総額を示す指標」で

め、日本の農業保護の９割は関税（価格支持）による

あり、

ものであるという指摘がなされることもしばしばあった

22

２. 農業保護指標の構成

ＰＳＥ＝内外価格差×生産量＋財政支出

（山下一仁「ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉と農業構造改革」
『経

で算出される。ここで内外価格差とは国内価格（生産

済Ｔｒｅｎｄ』日本経済団体連合会、2004年10月号な

者価格）と国際価格（輸入価格）の差である。この差

ど）
。

はＭＰＳ（市場価格支持）と呼ばれる。財政支出は農
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家への直接支払いのことである。すなわち、ＰＳＥは

ることによってトータルＭＰＳを推計することができる。

政策介入によって生産者への金銭的移転がどれだけ起
こっているか、言い換えれば生産者の所得がどれほど
高められているかを計測しようとするものである。 こ

（２）財政支出
財政支出は、生産、投入財の使用、作付け、頭数、

れを金額ベースではなく、農業総生産額に占める移転

農業収入全体、 過去の実績、 その他のそれぞれに基

額のシェアとして表現しているのが％ＰＳＥである。

づく農家への直接支払いである。

一方、ＡＭＳは、
ＡＭＳ＝市場価格支持額＋削減対象直接支払い
と定義される。ここで、

この他、研究開発、農業教育、検査・検疫、インフ
ラ関連、販売促進（マーケティング）
、食料安全保障

市場価格支持額＝（行政価格－国際価格 ）×支持

のための公的備蓄などの生産刺激的でないと見られる

対象数量

その他の所得支持政策は、1998年以降はＧＳＳＥ（一

である。つまり、ＡＭＳは国内的な価格支持政策が存

般行政サービス）として別途計上されるようになって

在する場合のみ、その内外価格差を問題にするのであ

いる。

る。直接支払いについても、ＡＭＳはＷＴＯ上の保護
削減対象政策（
「黄」の政策）のみを計上する。
このＰＳＥのＭＰＳ（内外価格差）部分を、すべて

３. 国産プレミアムの計測
2010年のデータを利用して各品目のＭＰＳを関税部

関税などの保護によって形成されたものと見なしてい

分と国産プレミアム部分に分離したものが表１である。

ることが問題なのである。そこで、ＭＰＳのうち、 輸

それらを合計し、日本のＰＳＥの構成を示したものが

送費と関税で説明される部分とそれ以外の部分（
「国

表２であり、その品目別の構成比率を表したものが表

産プレミアム」
）とを分離することが必要になる。

3である。また、ＧＳＳＥについては表4に別掲した。

本稿で具体的に利用するデ ー タは、 ＯＥＣＤの

ここで、米のように国際価格に関税を上乗せしたと

「Agricultural Policy Indicators Statistics, Data and

き国内価格を上回るものについては国産プレミアムは

Indicators」の「Producer and Consumer Support

存在しないと見なした。そのような場合内外価格差は

Estimates, OECD Database」である。このデータで

すべて関税で説明される。

は、 各国ごとに主要品目についてそのＰＳＥ、 ＭＰＳ
の総額、算出方法および算出に必要なデータが示され
ている。そしてそれらに基づいて各国ごとのトータル

４. 計測結果の考察
表から明らかなように、日本のＰＳＥはその約69 ％

の指標を作成している。日本の場合、計算対象品目は、

が関税で、約22％が財政支出で説明され、約９％が国

小麦、大麦、米、砂糖、大豆、乳製品、牛肉、豚肉、

産プレミアムであると推定される。 品目別に見ると関

鶏肉、鶏卵、リンゴ、キャベツ、キュウリ、ブドウ、ミ

税率の低い野菜や果物などでは国産プレミアムがかな

カン、ナシ、ホウレンソウ、イチゴ、ネギの19品目で

り存在するという結果が得られた。しかし米や乳製品、

ある。

豚肉などの高関税品目では国産プレミアムは存在せず、

次に、日本のトータルのＰＳＥは、以下の（１）およ
び（２）により構成されている。

内外価格差はすべて関税によってもたらされていると
考えられる。とりわけ米はＰＳＥが1兆4300億円と非常
に大きく、全体の約30％を占めている。

（１）ＭＰＳ

米に次いでＰＳＥが大きいのは豚肉と乳製品であり、

トータルのＭＰＳを推計するためには、農業総生産

それぞれ約3500億円、約3300億円となっている。

額に占める計算対象品目（19品目）の生産額のシェア

その他の品目では牛肉、大麦、砂糖、鶏肉、鶏卵、

を用いる。これはおおむね60 ～ 70％である。計算対象

リンゴ、ホウレンソウ、イチゴの８品目には国産プレミ

品目のＭＰＳの和を求め、それを生産額シェアで除す

アムが存在せず、関税によって内外価格差が説明され
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【表1】ＭＰＳおよびＰＳＥの構成
ＭＰＳおよびＰＳＥの構成
（日本：計算対象品目名）

小麦

大麦

大豆 乳製品 牛肉

米

砂糖

862.34 239.67 7,769.75

567.8

162

8,483

国内価格（円／㎏）

57.03

73.49

206.1

8.29 175.61

83.62 852.89

国際価格（円／㎏）

57.03

33.45

61

6.19 175.61

45.16

0

40.04

145.1

2.1

64.9 12,308.4

117.8

0

ＭＰＳ（億円）
関税率

65円／kg 46円／kg 402円／kg 調整金制度

単位当たり関税額（円／㎏）

0

ＭＰＳの関税部分（億円）

0

ＭＰＳの国産プレミアム部分（億円）

0

629.6

204.1

991.7

292.4

188.77

504.6

64.82 221.25

504.49

141.71

259.73 331.62

865.27

274.01

119.09 321.96

1,406 2,447.68 865.47 1,377.63
190.5

168.1 152.75

127.81 170.44

143.68 130.56

392.4

325.47

21.1 187.35

183.63

107.09

816.29

77.54

264.59

20.06

24.42

22.19

43.72

33.9

320.86

34.62

140.64

9.66

48.98

196.47

0 2,985.6 1,217.6 3,440.6

273.6

590.4

192.1

602.4

213.4

654.9

343.3

457.7

28.2

92.5

991.4

14%

20%

20%

5%

5%

20%

20%

8%

5%

10%

5%

23.86

28.74

26.11

1.06

9.37

36.73

21.42

9.53

16.10

81.63

3.88
192.59

0

615.8

38.46 237.09

無税 25%+63円／kg

50% 差額関税注）

0

74.29

307.9

282.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42.67

24.53

284.13

13.20

131.11

0

0

64.9 12,308.4

117.8

0 2,985.6 1,217.6 3,440.6

273.6

590.4

192.1

14.53

58.98

74.96

212.40

31.01

28.2

92.5

19.56

0

0

0

587.77 154.46

579.92

130.92

426.73

0

0

971.82

46

402

0
0

0

0

0

0

0

0

66

317

775

73.5

0

34.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 3,302.6 1,992.6 3,514.1

273.6

625.1

192.1

602.4

213.4

654.9

343.3

457.7

28.2

92.5

991.4

0

0

0

193

12

129

10

102

0

0

237

財政支出（億円）

279

45 1,995.9

338

ＰＳＥ（億円）

279

109.9 14,304.3

455.8

0

国産プレミアム（％）

鶏卵 リンゴ キャベツ キュウリ ブドウ ミカン ナシ ホウレン イチゴ ネギ
ソウ

38.83

65

単位当たり国産プレミアム（円／㎏）

鶏肉

513.9 1,302.8

国内生産量（1.000t）

内外価格差（円／㎏）

豚肉

0

0

0

0

0

0

0

注：差額関税制度は基準価格409.9円／㎏、上限価格393円／㎏

【表2】日本のＰＳＥの構成（2010年）

【表4】日本のＧＳＳＥ（一般行政サービス）の構成（2010年）

ＰＳＥ総額

46,415.1 構成比率（％）

ＭＰＳ（市場価格支持）

36,174.2

77.9

31,976.6

68.9

4,197.6

9.0

10,241

22.1

生産に基づく直接支払い

2,134.3

4.6

投入財の使用に基づく直接支払い

1,720.4

3.7

作付け／頭数／収入に基づく直接支払い

2,785.6

6.0

過去の実績に基づく直接支払い

3,600.7

7.8

0

0

ＭＰＳの関税部分
ＭＰＳの国産プレミアム部分
財政支出

その他の直接支払い
農業総生産額（Ａ）

82,579.3

計算対象品目の生産額（Ｂ）

56,071.3
67.9%

シェア（Ｂ／Ａ）

ＰＳＥ総額

819.1

13.8

農業教育

332

5.6

検査・検疫

109.9

1.9

インフラ関連

4,283

72.4

18.8

0.3

公的備蓄

191.4

3.2

その他

163.5

2.8

販売促進（マーケティング）

【表5】米を除外した日本のＰＳＥの構成（2010年）
ＰＳＥ総額

28,938 構成比率（％）

ＭＰＳ（市場価格支持）

20,693

71.5

15,882

54.9

4,811

16.6

8,245

28.5

ＭＰＳの関税部分
財政支出

46,415.1 構成比率（％）

小麦

279

0.6

大麦

109.9

0.2

14,304.3

30.8

砂糖

455.8

1.0

大豆

66

0.1

乳製品

3,302.6

7.1

牛肉

1,992.6

4.3

豚肉

3,514.1

7.6

鶏肉

273.6

0.6

鶏卵

625.1

1.3

リンゴ

192.1

0.4

キャベツ

602.4

1.3

キュウリ

213.4

0.5

ブドウ

654.9

1.4

ミカン

343.3

0.7

ナシ

米

研究開発

ＭＰＳの国産プレミアム部分

【表3】日本のＰＳＥの品目別構成（2010年）

5,917.6 構成比率（％）

ＧＳＳＥ総額

農業総生産額（Ａ）

65,096

計算対象品目の生産額（Ｂ）

38,588

シェア（Ｂ／Ａ）

59.3%

る。大豆と小麦は内外価格差そのものがゼロとなって
いる。キャベツ、キュウリ、ネギ、ナシについては関
税率が５～８％と低く、ＭＰＳの大部分は国産プレミ
アムである。ブドウ、ミカンは関税率が20％と比較的
高い割には国産プレミアムが大きい。
日本のＰＳＥのＭＰＳ比率（ＰＳＥ総額に占めるＭＰ
Ｓの割合）は2003年ごろまでは90％前後で推移してい

457.7

1.0

たが、2010年には77.9％まで低下している。これは米

ホウレンソウ

28.2

0.1

イチゴ

92.5

0.2

や乳製品の内外価格差が縮小しＭＰＳが小さくなって

991.4

2.1

17,916.2

38.6

いることや、 財政支出が増加したことによるものであ

ネギ
その他

る。本稿ではこの77.9％のうち68.9％が関税で、９％が
国産プレミアムというふうに分離できた。しかし、 全
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体としてやはり関税部分が大きいという結果が得られ

税部分／ＰＳＥ総額 ） を計算すると、2010年では

たのは、高関税の米が国内生産量においても非常に大

68.9％まで低下する。その場合でもアメリカの5.9％や

きいからであると考えられる。 表5では米を除外して

ＥＵの15.2％よりはかなり高いが、カナダの60.9％に近

計算しているが、 結果は大きく異なっている。 この

い値を取る。また、日本のデータから米を除外した場

ケースでは、ＰＳＥの約55％が関税、約16％が国産プ

合、関税による保護率は54.9％にまで低下し、これは

レミアム、約28％が財政支出である。米だけを除外し

カナダよりも低い値である。 従って、日本の関税（価

て、それ以外の品目で考えれば、国産プレミアムで説

格支持）への依存度が高いままだという指摘は、必ず

明できる比率はかなり上がる。

しも適当ではないということができる。

５. ＯＥＣＤ諸国との国際比較

Ⅲ. 輸出国の「隠れた」農業保護の計量

日本は他の先進諸国と比較すると、関税（価格支持）

━━さまざまな輸出補助金相当額

から直接支払いへの転換が遅れているという指摘は以
１. はじめに

前からよく行われている。
ＯＥＣＤ の「Agricultural Policies in OECD

本章では、前章での議論をさらに進めて、輸出国側

countries」に基づいて作成した日本、アメリカ、ＥＵ、

の農業保護が過小に評価されている可能性について検

カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのＰＳＥ関

討する。それは隠れた輸出補助金の存在に基づくもの

連指標は表6に示されている。アメリカやＥＵ、オース

である。

わ い きょく

トラリアは市場歪曲度の高いＭＰＳを「青 」の政策に

2004年８月に成立したＷＴＯ農業交渉のドーハ・ラ

分類される直接支払いに転換することによって、ＭＰ

ウンドの枠組み合意において、あらゆる形態の輸出補

Ｓ比率を低下させている。日本のＭＰＳ比率は、以前

助金を一定の期限内に全廃することが合意された。し

は９割前後で推移していたが、2010年には77.9 ％にま

かし、関税の定義は明確なのに対して、輸出補助金の

で低下している。それでも表６に示した６カ国・地域

定義は曖昧な部分が多いため、輸出補助金としてＷＴ

のなかでは最も高いが、徐々に関税から直接支払いへ

Ｏ上は削減対象となっていない「隠れた」輸出補助金

の転換が進んでいるといえる。さらにそれから国産プ

が存在する。仮に、輸入国における関税削減が大幅に

レミアムを差し引いた関税による保護率（ＭＰＳの関

実現されることになった場合、このままでは、開放さ
れた輸入国市場に、
「隠れた」 輸出補助金で歪曲され

【表6】ＯＥＣＤ諸国のＰＳＥ指標
年度
ＰＳＥ
日本

％ＰＳＥ
ＰＳＥのＭＰＳ比率

1986-88

2003

2010

48,906

44,740

52,888

61

58

50

89.5

90.1

77.9

76.6

68.9

41,831

38,878

25,551

25

18

7

（関税による保護率）
ＰＳＥ
アメリカ

％ＰＳＥ
ＰＳＥのＭＰＳ比率
ＰＳＥ

ＥＵ

％ＰＳＥ
ＰＳＥのＭＰＳ比率
ＰＳＥ

カナダ

％ＰＳＥ
ＰＳＥのＭＰＳ比率
ＰＳＥ

オーストラリア

％ＰＳＥ
ＰＳＥのＭＰＳ比率
ＰＳＥ

ニュージーランド

％ＰＳＥ
ＰＳＥのＭＰＳ比率

あいまい

46.7

37.8

5.9

95,611

121,371

101,364

39

37

20

86

56.9

15.2

5,667

5563

7,430

34

21

18

た安価な農産物がなだれ込むという不公平な状況が生
じかねない。
そこで、
「隠れた」 輸出補助金が輸出補助金として
認定されるべきものであることを理論的に明確にし、
かつそれを輸出補助金相当額として実証的に明示する
ことによって、輸出国の農業保護の過小評価を是正す
ることが課題となっている。
輸出補助金には生産者価格と輸出価格との差を政府
が財政で負担する通常の（＝ＷＴＯ上削減対象の）輸

48.9

48

60.9

出補助金の他にさまざまなタイプの「隠れた」輸出補

1,264

1,016

952

8

4

2

助金が存在する。第１は、鈴木宣弘・木下順子（
「輸

46

0.4

0.7

474

189

75

11

2

0.5

18.5

85.8

70.6

出国家貿易機関による市場歪曲性の計測手法の開発—
隠れた輸出補助金に相当する価格差別による歪曲度の
計測」
『農業市場研究』筑波書房、2001年10月、21〜
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29ページ）で指摘されている消費者負担型輸出補助金

である。各タイプの輸出補助金の定義とＥＳＥの数量

である。このタイプには、カナダの乳製品のような国

化方法はそれぞれ次のように整理できる。

内と輸出との価格差別の他に、カナダと類似している
が、 アメリカの乳製品のように国内と輸出との区分が
制度的には行われていないタイプ、オーストラリアや
ニ ュ ー ジ ー ランドのような輸出市場間の価格差別の
ケースといったバリエーションが存在する。

（１）消費者負担型の「隠れた」輸出補助金
①カナダの乳製品型
カナダの乳製品型の消費者負担型輸出補助金は、図
１に示されている。図１ａのように、ＷＴＯ上「クロ」

第２は、 小林弘明（
「国内保護が転化した輸出補助

の輸出補助金が生産者価格と輸出価格との差を政府

─ＥＵの砂糖、インドのコメ・小麦の事例」農林水産

（納税者 ）が負担するのに対して、カナダの乳製品型

政策研究所特別研究会資料、2005年10月6日）によっ

の消費者負担型輸出補助金は、図１ｂのように国内価

て指摘されているもので、国内市場には歪曲を与えず

格を高く設定することによって、消費者への隠れた課

に（つまり、輸出価格＝国内価格と見なせる）
、財政支

税を輸出補助金の原資としている。この場合、生産者

出（直接支払い）によって、国内販売分についてのみ、

は国内価格と輸出価格の加重平均（プール）価格を受

生産者手取り価格を実質的に支持するケースである。

け取ると考えることができるので、図１ｂの黒く塗りつ

そのような事例としてはＥＵの砂糖輸出やインドの

ぶした長方形の面積はグレーの長方形の面積に等しく、

米・小麦輸出などがある。

輸出補助金相当額を表している。 国内販売量をＱｄ、

アメリカの実質的輸出補助システム（穀物などへの
国内支持政策）は、第２のタイプの直接支払いが、国
内販売のみならず、輸出販売も含めた全体に行われて

輸出量をＱｍ、国内価格をＰｄ、輸出価格（国際価格）
【図1a】ＷＴＯ上の（政府負担）輸出補助金

いるケースと見なすことができる。つまり、通常の（＝
ＷＴＯ上削減対象の）財政負担型の輸出補助金部分を

政府
（納税者）

明らかに含んでいるものといえる。これを第３のタイプ
に分類する。
本章では以上のようなさまざまなタイプの「隠れた」
輸出補助金を体系的に整理する。第１のタイプの「隠
れた」輸出補助金については、鈴木・木下（2001）で

生産者価格=
国内価格
輸出補助金
輸出価格

カナダの乳製品型、 藤井俊明（
「オ ー ストラリア小麦
販売量

ボ ードの輸出補助金相当額の計測 」 九州大学卒業論
文、2005年）でオーストラリアの小麦ボード型が試算
されている。第２のタイプの「隠れた」輸出補助金に
ついては、小林（2005）で試算されている。第３のタ
イプのアメリカの穀物などに対する実質的輸出補助金

輸出

国内

【図1b】消費者負担型輸出補助金

国内価格

については、本稿においてその試算を試みる。
２. さまざまなタイプの「隠れた」輸出補助金の類型
化と輸出補助金相当額の定義
「隠れた」 輸出補助金とはＵＲ農業合意では削減対

生産者価格
（プール価格）
輸出補助金相当額
輸出価格

象とされなかったが、輸出補助金と同等の効果を持つ
措置のことであり、この効果を数量化したものが輸出
補助金相当額（Export Subsidy Equivalent：ＥＳＥ）
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販売量
国内
（外国1）
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輸出
（外国2）

食料・農業・農村
をＰｗ、プール価格をＰｂとすると、輸出補助金相当
額は

【図2】オーストラリアの小麦ボード（ＡＷB）型の
消費者負担型輸出補助金

ＥＳＥ＝（Ｐｄ－Ｐｂ）Ｑｄ

P1

＝（Ｐｂ－Ｐｗ）Ｑｍ
と書くことができる。
このタイプの「隠れた」 輸出補助金については、
ニュージーランドなどからの提訴によりＷＴＯのバネル

国内価格Pd
=プール価格Pb
P2

が設置され、カナダのシステムが実質的に輸出補助金
に当たるというＷＴＯの裁定が下された。

国内

外国1
Qd

②ニュージーランドの乳製品型
ニュージーランドの乳製品のように、国内販売が輸
出向け販売量に対して圧倒的に小さい場合は、国内販
売と輸出販売との価格差別ではなく、輸出市場間にお
ける需要の価格弾力性の違いに基づいて、 弾力的な
（価格を下げると需要が大きく伸びる） 市場の価格を
低く設定することが考えられる。図１ｂで、
（ ）内のよ
うに、
「国内」を「外国１」
、
「輸出」を「外国２」と置
き換えると、この場合は外国１の消費者が輸出補助金
を負担していることになる。

外国2
Q1

Q2

④アメリカの酪農型
アメリカの酪農には、カナダと類似の用途別乳価制
度があり、大まかにいうと、需要の価格弾力性が小さ
い飲用向け乳価が高く設定され、加工原料乳価が低く
設定される。生産者には、全米の11ブロックごとに加
重平均乳価が支払われる。ここまでは、カナダとかな
り似通っている。異なるのは、カナダは加工原料乳の
うち輸出向け用途を特定しているが、 アメリカではそ
のような特定された輸出向け用途は設けられていない

③オーストラリアの小麦ボード（ＡＷＢ）型
オーストラリアの小麦のように、輸出国家貿易機関
（ＳＴＥ）であるオーストラリア小麦ボード（ＡＷＢ）
の民営化に伴って輸出事業と国内販売事業とが分割さ
れたため、
「価格差別を行った輸出市場からの平均収
入（輸出のプール価格）＝国内価格」が成立している
と見なすのが妥当な場合はどうだろうか。 自国のＳＴ
Ｅが、輸出販売における排他的権限のみを残して、国
内販売における排他的権限を失った場合（ＳＴＥにお

点である。しかし、低く設定された加工向けのうち一
部が輸出に回っている。従って、図３で、グレーの長
方形のうち輸出量にかかる部分（点線より右）は輸出
補助金といえるのである。
ところが、この場合は法律論的には輸出補助金には
認定しにくいのである。 制度として輸出を条件として
【図3】アメリカの酪農型の消費者負担型輸出補助金
飲用乳価

ける国内販売は可能）には、price-takerたる生産者は、
ＳＴＥからのプ ー ル価格とＳＴＥを通さない国内販売
価格が等しくなるように、ＳＴＥへの委託量と個別の
国内販売量を配分する。そして、輸出市場間において
は、ニュージーランドの乳製品と同じように、輸出市

生産者乳価
（プール乳価）
輸出補助金相当額
加工乳価

ＤＥＩＰ

場間における需要の価格弾力性の違いに基づいて、弾
力的な市場の価格を低く設定することが考えられる。
図２で、外国１の消費者が輸出補助金を負担している
ことになる。

販売量
飲用

輸出

国内
加工

注：アメリカの酪農については、
ＷＴＯに通報され、削減対象になっている通常の輸出補助
金であるＤＥ
Ｉ
Ｐ
（Dairy Export Incentive Program）
も存在する
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（export contingent）いないと、 結果的に輸出支援に
使われても、輸出補助金にはならないというのである。

（３）アメリカの穀物型の実質的輸出補助システム
アメリカのＷＴＯ規定上の輸出補助金支出額は1999

これは、後に見るアメリカの穀物などへの実質的輸出

年で8000万ドルであり、ＥＵの55億8000万ドルに比べ

補助金でも同じ議論がある。

ればはるかに小さい。しかもＷＴＯドーハ・ラウンドに
おいては５年間のうちに輸出補助金を完全撤廃するこ

（２）国内販売への直接支払いによる「隠れた」輸出補助金

とを提案している。しかし、 アメリカはＷＴＯ上で削

当該国を潜在的な輸入国とする。つまり、保護が一

減対象となっている明示的輸出補助金は少ないが、多

切ない場合、国際価格＝国内価格の下では輸入が生じ
るという状況を想定する。ここに、生産刺激的な（デ
カップルされていない）直接支払いによって、実質的
ｐ
ｄ

ｐ
ｄ

様な実質的輸出補助金を多用している。
アメリカは国内価格と輸出価格が等しい（Ｐｄ＝Ｐｗ）
が、いくつかの生産刺激的な直接支払いによって、生

な生産者の手取り価格がＰ （Ｐ ＞Ｐｗ）となるよう

産者の実質的受取価格Ｐｄｐが引き上げられている。前

な国内支持政策を実施すると、国内生産が増加し、輸

節のＥＵの砂糖のような国内販売部分だけに直接支払

ｐ
ｄ

入量は減少する。やがて、Ｐ の水準が高くなると、

いが行われるのでなく、輸出される部分も含めた生産

国内需要を上回る生産が生じ、余剰は輸出されること

全体に対して補填がなされるため、図５を見れば明ら

になる。このように輸出補助金を交付しなくても、 国

かなように、
「隠れた」輸出補助金というよりもむしろ、

内保護には本来の競争力に基づかない輸出をもたらす

通常の輸出補助金部分を含むＷＴＯ上の実質的輸出補

効果がある。直接支払いが国内販売向けにのみ交付さ

助システムであるといえる。輸出補助金相当額は

れる場合には、消費者負担型の場合と同様に、プール

ほ てん

ＥＳＥ＝（Ｐｄｐ－Ｐｗ）Ｑｍ

価格制度や個人別の国内販売と輸出との販売枠（ク

と表される。Ｐｄｐ－Ｐｗは、作物単位当たりの政府支払

オータ）制度があれば、生産者は国内販売からの（直

い額の計である。図５では、輸出補助金相当額は、グ

ｐ
ｄ

接支払いを含む）実質的手取り価格Ｐ と輸出価格の
プール価格Ｐｂを受け取る。従って輸出補助金相当額
は

レーの長方形のうち点線の右側の部分である。
通常の輸出補助金部分を明らかに一部に含む全体的
な保護なのに、これが輸出補助金にならないのはなぜ

ＥＳＥ＝（Ｐｄｐ－Ｐｂ）Ｑｄ

か。これは先のアメリカの酪農と同じように、制度とし

＝（Ｐｂ－Ｐｗ）Ｑｍ

て輸出を条件としていないという点である。 法律論的

と表すことができる。これを図で表すと図４のようにな

には、結果的に輸出支援に使われても、制度として輸

る。このタイプの代表例はＥＵの砂糖の制度である。

出に対する支払いと明示されていなければ、形式的な

これらは小林（2005）に詳しい。

がら、輸出補助金にはならないというのである。

【図4】国内向け直接支払いの一部による財政負担型補助金
価格

【図5】アメリカの不足払いによる実質的輸出補助金
政府
（納税者）

国内価格+
不足払い

生産者価格
（国内価格+
不足払い） 国内価格支持額

生産者価格
（プール価格）
輸出補助金相当額

輸出補助金相当額

国内価格=
輸出価格

国内価格=
輸出価格

販売量

販売量
国内
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輸出
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国内市場

輸出市場

食料・農業・農村
３. アメリカの穀物などの輸出補助金相当額の計測

が8000万ドルだったが、2010年にはゼロになっている。

ここでは、 アメリカにおいて、 第３のタイプの実質

このようにアメリカにおいては通常の輸出補助金はす

的輸出補助につながる国内支持が行われている品目の

でに撤廃されているが、穀物などに対する実質的輸出

うち、 小麦、トウモロコシ、 米の主要３品目について

補助金は依然として存在し、その金額も莫大である。

輸出補助金相当額を計測する。 輸出量、 輸出価格は
F A O S T A T から得られるデ ータを利用し、1996 ～

Ⅳ . 結論

2010年の各年の輸出補助金相当額を算出する。 輸出

関税や輸送費で説明できない内外価格差を非関税障

補助金相当額は固定支払い単価に輸出量を乗じて算出

壁であるとして問題視することがあるが、その実質が

される。2008年農業法においてもこの制度は維持され、

国産プレミアムであるとすれば、 そのような批判は正

固定支払い単価も2002年農業法の水準が維持されて

当ではないということになる。 確かに野菜類について

いる。輸出価格に固定支払いを加えた額が目標価格を

いえば、すでに中国や韓国との産地間競争が始まって

下回った場合、 その差額が補填されるが、2004 ～

おり、生産費の高い日本が５％程度の関税で競争でき

2010年においては３品目とも目標価格を上回っている

るのは日本の消費者が意識する国産プレミアムが生産

ので、不 足払いは行われていない。

費格差を相殺するほどの大きさであるからだと考えら
れる。

４. 計測結果の考察

米、乳製品などに高関税を持つ日本においては農業

計測結果は表7に示している。アメリカの輸出補助

保護の大部分は関税を通じた消費者負担であるという

金相当額は３品目合計で見ると、近年は11億～ 14億ド

見解は、日本のＰＳＥにおけるＭＰＳ比率が77.9％まで

ル程度で推移しているが、不足払いが発生した場合は

低下していること、さらにそこから国産プレミアムを差

大きくなり、最大の1999年には40億ドルを超えるほど

し引けば関税による保護率は68.9 ％に低下することを

になっていた。

考えれば、 実はそのような見方は妥当ではないという

この３品目以外にも大豆、大麦、ソルガム、綿花な
どで同様の国内支持政策が行われているのであるから、

ことができる。
一方、アメリカ、オーストラリア、ＥＵなどの輸出

2010年のアメリカのＰＳＥが255億ドルであることを考

国・地域側の農業保護は、
「隠れた」輸出補助金の存

えると、 決して無視できない大きさであることが分か

在により、大幅に過小評価されているといえる。

る。
一方、アメリカの通常の輸出補助金支出額は1999年
【参考資料】
・甲斐諭「畜産物のＷＴＯ国内対策」
『農業と経済』昭和堂、2003年

【表7】アメリカの輸出補助金相当額
小麦
1996年

113,045

トウモロコシ

米

10月号
計

50,156

15,958

179,159

・小林弘明「わが国農政転換の国際的枠組み—ＷＴＯ体制への調和，Ｆ
ＴＡとその影響に関して」
『農業経済研究』岩波書店、2004年9月、
62〜79ページ

1997年

64,392

81,246

13,350

158,988

1998年

105,299

110,029

32,630

247,957

・鈴木宣弘『ＦＴＡと日本の食料・農業』筑波書房、2004年

1999年

171,827

189,798

45,576

407,200

・山下一仁「ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉と農業構造改革」
『経済Ｔｒｅｎｄ』日本

2000年

167,089

169,384

50,269

386,743

2001年

92,218

113,057

41,878

247,153

2002年

46,352

52,567

16,910

115,829

2003年

48,615

47,855

19,590

116,060

2004年

60,384

53,713

15,874

129,970

2005年

51,965

49,997

19,781

121,743

2006年

44,697

63,788

17,097

125,583

2007年

62,994

62,830

15,459

141,283

2008年

57,538

59,612

17,164

134,315

法の開発—隠れた輸出補助金に相当する価格差別による歪曲度の計

2009年

41,954

52,690

15,252

109,896

測」
『農業市場研究』筑波書房、2001年10月、21〜29ページ

2010年

52,827

56,099

19,578

128,504

経済団体連合会、2004年10月号
・藤井俊明「オーストラリア小麦ボードの輸出補助金相当額の計測」九
州大学卒業論文、 2005年
・小林弘明「国内保護が転化した輸出補助─ＥＵの砂糖、インドのコ
メ・小麦の事例」農林水産政策研究所特別研究会資料、2005年10
月6日
・鈴木宣弘・木下順子「輸出国家貿易機関による市場歪曲性の計測手
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研究ノート
中国における穀物自給の持続可能性および日本への示唆
ジャン

ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員● 姜

フゥイ

薈

の供給量デ ー タを使用し、 主成分分析（Principal

１．はじめに

Component Analysis＝ＰＣＡ）注１）を通して異なる結

過去30年間中国では急速な経済成長に伴い、人々の

論を出した。その結果は1990年代半ばまでに中国の食

食生活が穀物などのデンプン質中心のものから水産物、

生活は欧米のように肉類と乳製品に依存することでは

肉類、 乳製品を多く消費するタンパク質中心のものに

なく、むしろ日本や韓国のように水産物への嗜好が高

変わりつつある。そのため、１人当たりの食用穀物消

まり、東アジア先進国パターンに向かって推移してい

費は安定的に推移している一方、タンパク質を生産す

たことが究明された。 さらにJiang, H., Takahashi, T.

るのに必要な飼料用穀物の需要は増加している。需要

and Suzuki, N. （2 012）
（「An Analysis of the

面の増加に対して豊作によって飼料用穀物の供給が増

Prospects for China’
s Feed Grain Demand―Based

えたが、耕地の減少、土壌の劣化、水資源の欠乏など

on Estimations of Expenditure Elasticities―」

安定供給を脅かす課題に直面している。13.5億の人口

『Japanese Journal of Food, Agricultural and

を抱える中国の穀物需給は自国のみならず、世界全体

Resource Economics 』Vol.62（2）, pp.35-46）が

の食料事情にとっても大きなテーマである。もちろん

2005年174カ国・地域を対象にして同じ方法で分析し、

農産物消費が輸入に大きく依存する日本は今後も安定

主に２つを発見した。

し こう

的な価格で食料輸入を確保し続けることが食料安全保

第１、90年代前の中国は急速な経済成長とともにデ

障に関わる重要課題となる以上、中国が穀物の自給を

ンプン類への嗜好が著しく、食用穀物の需要が増えて

どこまで保っていけるかは一大関心事である。

いた。これは経済発展の最初段階に入る国々の食生活

本研究では支出弾力性分析に基づく需給モデルを用

の特徴でもある。しかし、90年代以降さらなる経済成

いて中国の増え続ける穀物需要が世界価格に与える影

長がタンパク質の需要増を誘い、肉類と海鮮物の消費

響のシミュレーションを行い、今後中国が持続的可能

増加をもたらした。

な穀物自給、特に飼料用穀物自給を維持できるか否か

第２、Shono, et al.（2000）の結論と一致し、中国は

を分析した上、日本農業の方向性に対する示唆も考察

韓国、台湾、香港、日本などの東アジアの国・地域と

した。

非常に類似し、 肉類より魚介類への嗜好が1970年〜

飼料用穀物の需給を分析するため、まず需要面では

1990年代半ばにかけて上昇し続けたことを明らかにし

食生活パターンを正確に捉える必要がある。一部欧米

た。またこの上昇傾向が2000年代半ば以降も続いてい

の学者は今後中国の食生活がさらに高度化し、肉類と

ることが新たに示された（図1）
。これらの結果が今後

乳製品に依存する欧米パターンに進行していくのを前

中国の穀物需要の予測において重要な意味を持ってい

提にして、将来の増え続ける畜産物の需要を満たすた

る。なぜなら、家禽と水産物の養殖は同じ重量の牛肉

め、穀物の輸入を大量に増やさなければならないと見

と豚肉より少ない穀物を消費するため、中国の飼料用

込んでいる。それに対して、Shono, C., Suzuki, N. and

穀物の需要増が比較的に緩やかであり、需給バランス

Kaiser, H. M.（2000）
（
「Will China’
s Diet Follow

への圧力がより少ないものである。

か きん

Western Diets?」
『Agribusiness』Vol. 16, pp.271-279.）
は1992 ～ 1994年127カ国・地域からの１人１日当たり

30

ＪＣ総研レポート／2013年冬／VOL.28

注1）PCAに関する詳細な解説はJolliffe（1986）を参照
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【図1】主成分散布図から見る中国の食生活パターンの推移

注：A=アジア、B=アフリカ、C=北中米、D=南米、E=欧州、F=オセアニア、G=カリブ海。国の略称前の数字は年を指す。例えば、2005Chinaは中国2005年の主成分ペアを意味する
資料： FAOSTAT，台湾行政院農業委員会，Center for Food Safety of the Food and Environmental Hygiene Department, Hong Kong（香港食物環境衛生署）
（2010）

これまで中国の飼料用穀物の需給に関する多くの予

（1）枠組み、方法と仮定

測が行われた。ところが、これらの予測結果、特に需

モデルの枠組みは図２に示されている。

要面に関する予測結果が大きく異なっていた。その原

まず、中国の飼料用トウモロコシの需要が世界市場へ

因は推計に使用された原始データの性質と密接に関連

与える影響を分析するため、 世界の飼料用トウモロコシ

する他、飼料の転換率および動物製品の所得（支出）

需要を中国国内と中国以外の世界の需要の２つの部分

弾力性にも大きく関わる。本研究のモデルでは統一が

に分ける。
（1）

難しいといわれる飼料転換率を組み込まなくて、所得

D_FC=D_FC_CHN+D_FC_OTHERS

階層別の食料消費データに基づいて独自に推計した都

上記、D_FCは世界の飼料用トウモロコシ需要、D_

市部と農村部の需要の支出弾力性を用いて予測を行っ

FC_CHNは中国国内の飼料用トウモロコシ需要、D_

た。

FC_OTHERSは中国以外の世界の飼料用トウモロコシ

2．飼料用トウモロコシの需給モデル

需要を表す。

中国における飼料用穀物の総消費量のなかで飼料用

中国国内の飼料用トウモロコシ需要は、トウモロコシ価

トウモロコシが約90％を占めているので、モデルでは飼料

格と畜産物に対する需要の関数として定義されている。

用穀物の代表として飼料用トウモロコシを研究対象とす

2006年を基準年にし、 関数式は下記のように表れる。

る。

そのうちの係数、– 0.1520、0.2997と0.3004が小泉達治
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【図2】モデルの枠組み
豚肉需要の

中国国内の
豚肉需要量

中国国内の飼料用
トウモロコシ需要

中国の1人当たりの
実質GDP指数

支出弾力性

の
需要
牛肉
性
弾力
支出

中国国内の
牛肉需要量

人

世界の飼料用
トウモロコシ需要

口

世界の飼料用
トウモロコシ供給

飼料用
トウモロコシの価格

中国以外の世界の飼料用
トウモロコシ需要

収穫面積

単

収

：内生変数

中国以外の世界
実質GDP指数

：外生変数
資料：筆者作成

（『バイオエタノー ルと世界の食料需給 』 筑波書房、
2007年、145〜175ページ）から借りたものである。
D_FC_CHN ／ D_FC_CHN（2006）=（P_C ／ P_C（2006））^（ –0.1520）
*（D_B_CHN ／ D_B_CHN（2006））^0.2997
*（D_P_CHN ／ D_P_CHN（2006））^ 0.3004

（2）

上記の、P_Cはトウモロコシの価格（ドル/ブッシェル）
、

D_FC_OTHERS= exp（16.3598–0.0631* LOG（P_C ／ CPI）
（95.4374）（–2.9913）
+ 0.5743* LOG（GDP_INDEX_OTHERS））
（14.5517）

（5）

2

R =0.9663, n=18, DW=2.1280
上記の、CPIは2005年をベースにした世界消費者物

D_B_CHN（D_P_CHN）は中国国内の牛肉（豚肉）

価指数で、GDP_INDEX_OTHERSは中国以外の世

供給量であり、下記のように1人当たりの実質GDP指数、

界の実質GDP指数である。

人口と牛肉（豚肉）の支出弾力性の関数によって推定
される。

供給サイドでは、飼料用トウモロコシの世界供給はトウ
モロコシの価格の関数として表される。このモデルは固

（D_B_CHN ／ N_CHN）／（D_B_CHN（2006）／ N_CHN（2006））
=（GDP_INDEX_I ／（GDP_INDEX_I（2006））^ E_B

（3）

定の単収と仮定され、トウモロコシの供給が唯一収穫面
積によって決定される。従って、世界の飼料用トウモロコ
シ供給（S_FC）の関数は以下のとおりである：

（D_P_CHN ／ N_CHN）／（D_P_CHN（2006）／ N_CHN（2006））
=（GDP_INDEX_I ／（GDP_INDEX_I（2 0 0 6））^E_P

（4）
上記、N_CHNは中国の人口、GDP_INDEX_Iは中
国の1人当たりの実質GDP指数（1978=100）
、E_Bは
牛肉の所得弾力性、E_Pは豚肉の所得弾力性を表す。
中国以外の世界の飼料用トウモロコシの需要はトウモ
ロコシ価格とGDP指数のデータを用いて推定された。
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注2）世界の飼料用トウモロコシの供給の価格弾力性（0.2139）は、
小泉（2007）モデルの８つの主要なトウモロコシ生産国・地域およ
び他のエリアのパラメーターの加重平均を取ることによって計算され
た。 この８つの主要なトウモロコシ生産国・地域、すなわち、中国、
アメリカ、アルゼンチン、ブラジル、南アフリカ、メキシコ、カナダ、
EUのトウモロコシ生産量が世界全生産の80％以上を占めている。世
界の飼料用トウモロコシ供給の価格弾力性を計算する際、2007 ～
2009年間におけるこれらの国・地域の生産シェアをウエートとして
使用される
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S_FC ／ S_FC（2006）=（P_C ／ P_C（2006））^0.2139 注２）

GDP_INDEX_OTHERS=1.030*GDP_INDEX_OTHERS（–1）

（6）

（9）

最後に、需給のバランス恒等式は以下のように表せる：
P_C=P_C*（D_FC ／ S_FC）

（7）

また、モデルの予測を行うため、図２が示した単収、

（2）シナリオ
３つのシナリオは、 牛肉や豚肉の支出弾力性のさまざ

人口、経済成長率の外生変数と畜産物の支出弾力性、

まな推計によって分けられる（表１）
。ベースラインとシナ

トウモロコシ価格に対していくつかの仮定を設定する。

リオ１が筆者が独自に推計した2006年中国都市部と農
村部の支出弾力性を用いた注３）。弾力性を比較してみる

I 中国における畜産物と水産物の支出弾力性の飽和

と、同じ品目に対して都市部における支出弾力性は農村

豚肉、 牛肉、 鶏肉、 魚介類などの畜産物と水産物

部より小さく、 都市部―農村部の地域間経済成長と所

の支出弾力性は2006年までに飽和していて、 その後も

得水準の格差を反映している。さらに、品目間における

2006年のレベルで安定している。

支出の弾力性の関係に関して、 都市部でも農村部でも
豚肉より牛肉の支出弾力性が高く、 農村部の方が格差

II 中国国内と世界トウモロコシ市場の価格の同時変動

は大きい。これは所得の増加に伴い、 都市部と農村部

この仮定は米ドルに変換した後の中国国内市場のトウ

どちらの家計においても豚肉より牛肉を多く消費する傾向

モロコシ価格は、グローバル市場の価格の変動と同調す

が見られる。一方、消費量から見れば都市部と農村部

ることを意味している。従って、中国国内市場のトウモロ

のいずれにも豚肉の消費量がまだ圧倒的に多く、牛肉の

コシ価格は、世界市場のトウモロコシ価格に置き換えられ

10倍、20倍以上に達している。

る。
【表1】シナリオ
シナリオ

III 予測期間における固定の単収
第３の仮定は技術的要因の規定で、 予測期間中技
術革新や導入が考慮されていないので、単収は一定の
レベルで固定し、トウモロコシ生産の上昇につながる唯
一の要因は収穫面積の増加からである。

牛肉需要の支出弾力性（E̲B） 豚肉需要の支出弾力性（E̲P）

ベースライン
（E̲Urban）

E̲B̲Urban（2006）=0.276

E̲P̲Urban（2006）=0.157

シナリオ 1
（E̲Rural）

E̲B̲Rural（2006）=0.647

E̲P̲Rural（2006）=0.278

E̲B̲OECD =1.593

E̲P̲OECD =0.709

シナリオ 2
（E̲OECD）

注：E̲Urban、E̲Rural は筆者が独自に推計した 2006 年中国都市部と農村部の肉
類需要の支出弾力性である。E̲OECD は OECD が中国の食料予測の際に使
用する肉類需要の支出弾力性である
資料：Jiang, Takahashi, Suzuki(2012)、AGLINK-COSIMO モデルの 2009年版デー
タベース

IV 中位出生率の仮定に基づく中国の人口増加
予測期間における人口規模は、 国連の中位出生率

ベースラインとシナリオ1はそれぞれ都市部と農村部の

の推計に基づいて計算される。 国連が5年間の平均成

食料需要を反映するため、 中国全体としてモデルのす

長率を推定しているので、 その間の人口は同じ速度で

べての内生変数の予測結果、 例えば、 動物製品と飼

変動すると想定される。

料用トウモロコシの需要、トウモロコシ価格などがこの２つ
のシナリオ予測の間に入ると想定される。一方、シナリオ

V 経済成長率における静的予期

2はＯＥＣＤがAGLINK-COSIMOモデルの予測に使用さ

予測期間における中国と他の地域の年間平均経済成

れる支出弾力性を用いた。 表1によると、ＯＥＣＤの弾力
性は本研究の推定値よりもはるかに大きいため、本研究

長率は以前と同じレベルである。
1980 ～ 2009年間の歴史的なデータを使って、中国

の推定値は合理的な精度を持っている場合、ＯＥＣＤが

の1人当たりの実質GDP指数（GDP_INDEX_I） と中
国 以 外 の 世 界 実 質 GDP 指 数（GDP_INDEX_
OTHERS）は以下の式と表示される。
GDP_INDEX_I= 1.096*GDP_INDEX_I（–1）

（8）

注3）都市部と農村部の食料需要の支出弾力性は2006年の所得階層
別データ（都市部は７所得階層、農村部は５所得階層）を用いて、両
対数関数で推計した結果である。具体的な推計はJiang, Takahashi,
Suzuki(2012)を参照されたい
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中国の飼料用穀物の需要を過大評価したかもしれないこ

～ 2030年の間に飼料用トウモロコシの世界需要が約

とを意味する。この３つのシナリオの下で中国の穀物需

40％増加するのに対して、中国の国内需要は約42％、

要が世界市場に対するさまざまな影響を比較する。都市

4200万tの上昇が見込まれる。 著しい量的増加にもか

部と農村部のシナリオにおける世界穀物市場の価格上

かわらず、 中国の国内需要が全世界の需要に占める

昇がＯＥＣＤの推計より高くない場合、中国は持続可能な

シェアは約22％程度で保つことが予測される。世界需

飼料用穀物の自給を達成できると考えられている。

要の増加に伴って、トウモロコシの価格は約3.4倍高ま

最後に、予測期間は、2008〜2030年までに設定され

り、25ドル／ブッシェル近くに上昇すると予測される。

ている。

無論中国の需要増も価格上昇に一定の影響を与えるが、
しかしその影響の起因は単なる量的な増加で、世界の

（3）予測結果

需要に占める割合の上昇ではない。主要なプレーヤー

表2にベ ー スラインおよび他の２つのシナリオのシ

として、中国は世界のトウモロコシ市場において重要

ミュレーション結果の比較が示されている。

な役割を果たしていくが、その影響は今後20年間ほと

ベ ー スライン予測の下では、2007年と比較すると、

んど増加しないと予測される。

2030年に牛肉と豚肉の１人当たりの年間平均消費量は

最後に、ＯＥＣＤが使用する支出弾力性に基づくシ

それぞれ8㎏、51㎏に達し、約74％、53％増加すると

ナリオ２の下で、2030年までに中国で牛肉や豚肉の平

予測される。牛肉の消費がもっと速いスピードで増加

均消費量の急増がトウモロコシ価格の大幅な上昇につ

すると想定されるが、量的には豚肉が圧倒的な優位性

ながると予想される。1人当たりの年間牛肉と豚肉の消

を持っている。 中国の国内飼料用トウモロコシ需要は

費量はそれぞれ30倍と４倍以上の増加を示し、前の２

560万tの上昇が見込まれるが、全世界の需要に占める

つのシミュレーション結果のどれよりも圧倒的に大きく、

シェアはゆっくりと減少し続け、2030年に約17％にな

150kgと170kgの著しく高いレベルに上昇すると予測さ

ろう。 2007〜2030年にかけて飼料用トウモロコシの

れる。その結果、中国の国内飼料用トウモロコシの需

世界需要は約33％増加すると予測されるのに対して、

要も2億t以上増え、世界の需要に占めるシェアが40％

中国の国内需要は6 ％未満の緩やかな上昇が見込まれ

近くまで急速に上昇する。こんなに急速かつ大幅な需

る。 需要の拡大に伴い、 均衡価格は2007年に比べて

要増加が必然的に世界市場のトウモロコシ価格を大き

約250 ％上昇する。しかし、 世界の飼料用トウモロコ

く押し上げ、2007年に比べて10倍以上高まると予測さ

シ需要のなかで中国が占める割合の減少を考慮すると、

れる。従って、シナリオ２によると、中国は今後ますま

中国はこの価格上昇の主要な原因と見なされていない。

す世界のトウモロコシ価格の主要な駆動力になり、い

シナリオ1の予測結果によると、2030年の牛肉の１人

かなる変化も世界市場の価格と需要にかなりの変動を

当たりの年間平均消費量が2007年より約３倍増の19kg

もたらす。世界需要に占めるシェアが拡大しているな

に達し、豚肉の消費量も倍増すると予測される。2007

かで、グローバル市場への依存が深まりつつ、中国は

【表2】シミュレーション結果の比較
項

目

2007年

トウモロコシ価格
（ドル／ブッシェル）

ベースライン
（E̲Urban）
2030年

増加率
（%）

シナリオ1
（E̲Rural）
2030年

増加率
（%）

シナリオ2
（E̲OECD）
2030年

19.70

256.24

24.51

343.22

61.28

世界需要
（万t）
（A）

46,305

61,386

32.57

64,320

38.91

78,247

68.98

中国の国内需要
（万t）
（B）

10,033

10,592

5.57

14,220

41.73

30,961

208.58

21.67

17.25

‒ 20.36

22.11

2.04

39.57

82.62

1人当たりの年間牛肉消費
（kg/capita/year）

4.72

8.23

74.36

18.76

297.46

153.39

3,149.79

1人当たりの年間豚肉消費
（kg/capita/year）

33.32

51.04

53.18

66.78

100.42

173.93

422.00

比率
（%）
（B/A*100）

資料：FAOSTAT、OECDデータベース、World data bank（世界銀行）により筆者推計
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増加率
（%）

5.53
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食料・農業・農村
飼料用トウモロコシの自給自足を維持するのは難しい

を減少する。それから輸入の角度から見ると、穀物の

だろう。

国際価格上昇の影響を受けて、日本が国際市場からト

上記の３つのシミュレーションの結果を比較するこ

ウモロコシや小麦（主にアメリカ、カナダ、オーストラ

とにより、ＯＥＣＤのシナリオと他の２つのシナリオの

リアとブラジルから） の輸入を確保するのにコストが

間にあるギャップを重要視すべきであり、ＯＥＣＤが

掛かる他、飼料コストの上昇に影響され、豚肉、牛肉、

中国の飼料用穀物の需要を過大評価した可能性がある

鶏肉などの肉製品（主にアメリカ、オーストラリア、カ

と結論付けられる。本研究が独自に推計した都市部と

ナダ、中国とタイから）を安定的な価格で調達するこ

農村部の支出弾力性を用いたシナリオの予測結果は、

とも難しくなる。

ＯＥＣＤの推定値を使ったシナリオより飼料用穀物需

また、中国からの農産物輸入に依存する日本にとっ

要と穀物価格の上昇幅がはるかに緩やかである。また、

て、国際農作物市場の動向や中国国内の食料需給変化

飼料用トウモロコシの世界需要に占める中国のシェア

による影響を受けるため、将来にわたって安定輸入を

は上昇することなく、 固定ないし減少していくと予想

確保し続けることが重要な課題と挑戦である。

されるので、今後中国の需要が与える世界市場へのイ
ンパクトは弱まるか安定的に推移していくだろう。
3．結論および日本への示唆
今後中国は畜産物需要の持続的な高まりに直面する
と予想されるにもかかわらず、その増加スピードはＯ
ＥＣＤの推計値に比べてはるかに低い。従って、畜産
物の支出弾力性および技術的条件を現在の水準に安
定しても、中国は近い将来に飼料用トウモロコシの世
界需要に占めるシェアが一定のレベルにとどまり、ま

図3が示したように、中国は日本にとってアメリカに
次ぐ２番目の農林水産物の輸入先であり、しかも近年
中国が占める割合が年々増え続け、2012年に輸入総額
の約14%に達した。主な輸入品目の上位２位である鶏
肉調製品と冷凍野菜が占める割合がそれぞれ48%、
45%となる。
【図3】日本の農林水産物の主な輸入先の割合
％
30
25

アメリカ

たは下落すると予測されている。この意味で中国の国

20

中国

内飼料用トウモロコシ需要は世界の需給バランスを

15

カナダ

10

タイ

ひっぱく

逼迫することにならないが、トウモロコシの予測価格
から見ると３つのシナリオでいずれも上昇傾向なので、
今後安定的な価格で供給を維持するのにさらなる対策
が必要であり、飼料転換効率の向上、非従来型の飼料

オーストラリア

5
0

2008

2009
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2012

資料：農林水産省国際部国際政策課『農林水産物輸出入概況 2012 年（平成 24 年）確
定値』より筆者作成

資源の推進、 水産物養殖の開発、 穀物生産性の改善
がその有効策だと考える。

中国国内の食料需要に着目すると、上記モデルの分

そして、こうした分析結果が日本にとってどんな意

析結果から分かるように今後中国の畜産物の需要増加

味を持つか。まず、穀物の国際価格上昇が日本農業と

率がOECD予想より緩やかであるものの、需要量から

国内消費に影響を及ぼす。福田他（福田洋介・近藤巧

見れば上昇幅が小さくない。生産能力がほぼ変わらな

「穀物の国際価格上昇が日本農業に及ぼす影響」
『農業

い場合、国内需要と輸出の競合が次第に激化し、輸出

経済研究』
〈2012年夏季号〉岩波書店、1〜14ページ）

に不安定要素をもたらす可能性がある。また供給面に

によると、生産において穀物の国際価格上昇は日本の

もいくつかのマイナス要因が存在する。近年中国での

食料自給率の低い麦類、 豆類、 飼料作物の農業生産

賃金上昇や土地利用コストの増加が輸出産業に価格上

額および農業労働力を増加させる一方、飼料価格の上

昇の圧力を与えている。政府の統計によると、近年賃

昇によって畜産部門では生産量と労働投入量が減少す

金の伸び率が10%台半ばに定着し、2006 ～ 2011年の

る。消費に対して、穀物の国際価格上昇が消費者効用

５年間で平均賃金が２倍になっており、また土地利用
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コストの増加も加え労働力集約型の食料製造業や農業
が一番影響を受けやすい産業として、日本向けの輸出
価格に上昇圧力を与えている。さらに加速する高齢化
が農業の担い手不足をもたらすリスクもある。国連の
予測では2030年に65歳以上の高齢者が総人口に占め
る割合は2010年の8.2％から16.5％に増え、2050年ごろ
に高齢者の割合はさらに約25.6 ％に上昇し、４人に１
人が高齢者となる計算だ。そして日本のように若い人
が新しいチャンスを求めて都市へ移住し、高齢者だけ
が農村に残る傾向が強まり、高齢者率が都市部より一
層高い状況になると予想される。こうした中国農業の
日本化は中国からの輸入依存度が高まる日本にとって、
今後中国国内の食料需給情勢の変化によって安定輸入
を維持していけないリスクがある。
「経済力さえあれば
自由に食料が輸入できる」といった考え方がいずれ通
用しなくなる恐れがあり、今後は海外の食料需給状況
にも一層注視しながら食料自給のあり方を考えていく
ことが必要だろう。

【参考資料】
・Center for Food Safety of the Food and Environmental Hygiene
Department, Hong Kong（2010）:「Hong Kong Population-based
Food Consumption Survey 2005-2007」, online data.（http://
www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_firm/programme_
fcs.html）

・Jiang, H., Takahashi, T. and Suzuki, N.（2012）:「An Analysis
of the Prospects for China’s Feed Grain Demand―Based on
Estimations of Expenditure Elasticities―」
『Japanese Journal of
Food, Agricultural and Resource Economics』Vol.62（2）, pp.3546

・Jiang, H., Takahashi, T. and Suzuki, N.（2012）:「Re-examinations
of Changes of Dietary Pattern in China: Based on the Principal
Component Analysis」
『Japanese Journal of Farm Management』
Vol.50（3）, pp.108-113

・Jolliffe, I. T.（1986）:『Principal Component Analysis』SpringerVerlag, New York
s Diet
・Shono, C., Suzuki, N. and Kaiser, H. M.（2000）:「Will China’
Follow Western Diets?」
『Agribusiness』Vol. 16, pp.271-279
（http://databank.
・World Bank:「World databank, Various Years」
worldbank.org/ddp/home.do）

・小泉達治『バイオエタノールと世界の食料需給』筑波書房、2007年、
145〜175ページ

・ 農林水産省国際部国際政策課『農林水産物輸出入概況2012年（平成
24年）確定値』
『農
・福田洋介・近藤巧「穀物の国際価格上昇が日本農業に及ぼす影響」
業経済研究』
（2012年夏季号）岩波書店、1〜14ページ

・台湾行政院農業委員会「食物平衡表」各年
・中国国家统计局『中国统计年鉴』中国统计出版社、1996〜2010年
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海外レポート
オランダの先進的温室経営の現場から
い

ず

み

ＪＣ総研 基礎研究部 客員研究員● 和 泉

ま

り

真理

「日本の農業はなぜオランダのようになれないのか」

調製・出荷施設の入ったおしゃれで巨大な建物を備え、

とはよく聞く問い掛けである。オランダはほぼ九州と同

その後ろに背の高い巨大な温室が広がる。ここはポル

じ国土面積を持つ小国でありながら、その農産物輸出

ダ ー（干拓地 ） にできた新しい大規模温室地帯で、

実績は世界第２位である。同じ先進国のなかでも広大

2000年ごろに温室建設が始まったそうだ。この一角に

な農地を活用した北アメリカやオーストラリアの農業と

あるワーゲニンゲン大学・温室園芸研究所は、2007年

は違い、ＥＵのなかでも農地面積は限られ集約的な農

に設立された、温室園芸専門の研究所である。ここで

業が展開されているのだから、日本だってオランダの

30年以上研究をしているというW.Voogt博士（専門は

ようになれるのではないか、という発想だ。

肥料・土壌・水質）にオランダの温室園芸の現状や大

ではオランダの農業の実際はどうなのか。2013年９

学が取り組む支援内容を聞いた。

月に訪れた、オランダ農業のなかでも「先進的」の代

オランダの農業の強さの背景として必ず挙げられる

名詞ともいえる温室園芸地帯の現場を紹介し、
「日本の

のが、産官学の連携である。Voogt博士によれば、こ

農業がオランダになれるのか」を考える一助としたい。

の研究室自体は新しいが、産官学共同での研究体制は

１．ワーゲニンゲン大学・温室園芸研究所

110年をかけて出来たものだという。もともと、協同組
合を組織し協同で販売を行ってきた農業者たちが、試

ロ ッ テルダムの北東15kmほどの所にあるブレイス

験研究も協同で行いたいと取り組んだところから始

ウェイク（Bleiswijk）では、巨大温室が一帯を埋め尽

まっており、やがて、政府と農業者とが研究に対して

くしている。どの農場も、道路に面した正面に巨大な

半々で出資する体制へと発展していった。この出資比

ブレイスウェイク地区に広がる巨大温室。手前中央がワーゲニンゲン大学・温室園芸研究所である（ワーゲニンゲン大学所有の航空写真）
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率は、２年前にプロジェクトごとの出資システムへと

マのなかには、個々の農家が自らの課題解決のために

変更され、政府と生産者とが関心の高いプロジェクト

研究を委託しているものもあるという話は、 生産者と

に重点的に出資するようになったそうだ。 例えば政府

研究所との連携の強さを感じさせた。

はエネルギーの節減といったテーマに出資する、一方
生産者は販売関連のプロジェクトへの出資が多いとい
うような体制である。 研究所は、同時にＥＵからの資
金で中国、サウジアラビア、ベトナムなどとの国際協

２．Martijn Ammerlaan農場
次にVoogt博士に研究所の向かいにあるAmmerlaan
農場を案内してもらった。

力プロジェクトに取り組んでいる。全体として、この

Ammerlaan農場の温室面積は８ha、この農場では

研究所への出資比率は、政府（ＥＵ含む）40%、生産

黄色のパプリカだけを生産している。規模のメリット

者40%、その他（企業、地方政府、ＮＧＯ、学会、国

を享受するため、温室経営の多くは、１品目の生産に

際組織など）20%となっている。

特化しているという。ここの温室は2006年に建てられ

Voogt博士に研究所の実験温室を案内してもらった。
実験温室には75のセル（区画）があり、それぞれの
テーマに応じた実証研究が行われている。

た。 経営主のMartijnさんは40歳、 父親から経営を引
き継ぎ、すでに彼の息子も就農しているそうだ。
正面のガラス張りの建物の中に、収穫したパプリカ

例えば、これまではいかに多くの直射日光を温室に

の調製・包装ライン、出荷場、生産設備のコントロー

取り入れるかが重視されていたが、近年は間接光を重

ル施設、従業員の休憩室、事務所がゆとりを持って配

視するようになってきており、さまざまなタイプの曇り

置されている。軽快な音楽が流れるなか、４〜５人の

コ チョウ ラン

ガラスを使っての胡蝶蘭栽培の実証実験が行われてい
か

き

た。また、土壌での栽培が一般的な花卉栽培で土を使
わずに栽培する試みも行われていた。

従業員が調製作業中だった。ちょうど、日本向けのパ
プリカが出荷されるところであった。
この建物の奥に8haの温室が広がる。 パプリカは

水の使用量の節約も大きなテーマであり、例えばト

ロックウールで栽培されており、温室園芸のサイクル

マト１kgを作るのに必要な水の量は、 地植えの場合

は２カ月間苗を育て、３〜12月が収穫期となる。単収

200ℓ、トンネル栽培では150ℓ、古いタイプの温室で

は年間で１ha当たり300t程度だそうだ。この農場は防

は50〜80ℓ、最新式温室では20ℓだが、ここで試験中

除には天敵を用い、 農薬は使っていない。Voogt博士

のものではなんと７ℓしか使わないそうだ。 この温室

によれば、病気の蔓延の予防策としては、きちんと掃

システムにサウジアラビアが関心を持っているという

除をするといった衛生対応と、UV滅菌などによる水の

話は想像に難くない。

滅菌をしているとのことだ。また、温室園芸での肥料

まんえん

研究の成果は、ウェブサイトで紹介する他、年に１

に掛けるコストは非常に低い。Voogt博士によれば、ト

〜２回研修会を開催して普及に務めている。研究テー

マトの場合、生産コストは１ha当たり60〜70ユーロで
あるが、そのうち肥料に掛けるコストは１〜２ユ ーロ
程度だそうだ。このようにコントロールされた同じシス
テムを使っていても、 農業者によって収量は10%も違
い、
「知識、経験、技術、チャレンジ精神」がモノを
いう世界であることには変わりはないという。
この農場では30〜35人が温室や調製場で働いてい
る。 温室１ha当たり4人程度が標準だそうだ。 労働者
は東欧、特にポーランドからが多い。彼らは収穫期間
中はここで働き、 育苗期間であるクリスマス前後に帰

トルコキキョウのロックウール栽培の実証研究のセルについて説明
するVoogt博士
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度として１ha当たり一定量の雨水を集めることが義務

出荷・ 調製施設は、 他の温室分も含めて30ha以上

化されているそうだが、温室園芸に使う水としては雨

の温室で生産されるパプリカを扱うだけあって、日本

水が最も質が良いということもあり、どの農場でも大

の１産地の選果場並みの設備と規模を持っている。販

きな貯水槽を備え水を集めていた。

売担当のマネージャーによれば、パプリカの出荷先は
イギリス、ドイツなどヨーロッパ各国やアメリカであり、
イギリスやスウェーデンのスーパーのラベルの付いた
ケースが積まれ出荷を待っていた。大きいパプリカや
有機生産のパプリカはアメリカ向けが多いそうだ。 調
製・出荷施設でも大勢の労働者が働いており、24時間
体制、２シフト交代制で出荷しているとのことだ。

Ammerlaan農場の調製作業場

３．４evergreen農場
次に訪れた農場はさらに巨大だった。ベルギー国境
に近いステ ーンベルヘン（Steenbergen）にある４
evergreen農場では、６haの温室が４棟、全体で24ha
の温 室で 赤と緑のパプリカを生産していた。 ４
evergreen農場はここ以外に３カ所に温室を持ち、 温
室総面積43haでロックウールを使ったパプリカ生産を

４evergreen農場の温室

４．オランダの温室園芸をめぐる厳しい情勢

行っている。規模は巨大だが、父親と４人の息子で経

オランダの園芸は、ドイツ、イギリスへの輸出向け

営する家族農場である。1974年に父親が１haの温室を

に1920年代から100年近くかけて発展してきた。 北海

購入したところから始まり、農地を買い、温室を建て、

に面しているという輸送の便の良さ、豊かな土地と水、

自らの調製・出荷施設を整備し、今ではオランダでも

冬比較的暖かいこと、 イギリスやドイツという大市場

有数のパプリカ生産農場となっている。 訪問したス

に近いという好条件が背景にあった。収穫時期を伸ば

テーンベルヘンの温室では赤と緑のパプリカのみを生

すために温室栽培を導入したことが、オランダの温室

産しているが、他の温室では黄色やオレンジのパプリ

園芸の基点である。1960年代から天然ガスが産出され

カを生産し、５haでは有機生産パプリカ注1）も生産して

るようになり、 温室を温めて栽培することが容易に

いる。

なったために、オランダの温室園芸は大きく成長した。

ステーンベルヘンの24haの温室と付随する調製・出

現在、オランダには約１万haの温室があり、野菜や花

荷を行う施設には、約80人が働き、８割はポーランド

が生産され、生産物の80%は輸出される。１万haの温

人、その他ルーマニアや地元のオランダ人もいる。オ

室のうち、土壌を使って栽培しているのは約2000haで、

ランダ人は労務や設備、販売といった部門別のマネー

このほとんどは花卉である。病害虫対応の観点から、

ジャーとして雇用されているようだった。この温室で

土壌を使わずに生産する方法がどんどん進んでいるそ

も、農薬はほとんど使わず、天敵を活用した防除が中

うだ。 温室は日照時間が長くて暖かいオランダ西部に

心である。設備管理担当のマネージャーの説明では、

集中している。温室経営の90%は家族経営である。家

水が多過ぎてパプリカの根を傷めないようにすること

族労働力を最大限活用し、その上で投資を行っている。

が重要であり、コンピューターで気温などから計算し

視察した２つの温室農場の規模や設備に圧倒された

て水量を調整している。築10年目という温室内を、無

が、ワーゲニンゲン大学の農業経営を専門とするMarc

人で移動する収穫コンテナ車が走り、一時保管倉庫に
収穫物を入れて出てくる様は、農業とは思えなかった。

注1）水耕栽培農産物はEUの基準では有機農産物とは認証されず、４
evergreen農場はアメリカの有機認証を得ている
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Ruijs博士によれば、オランダの温室経営はこの５年間

立ち行かなくなると、Ruijs博士はこのような動きに懐

は特に厳しい状況で、部門の収益率はマイナスが続い

疑的であった。

ている。温室農家の破産も多く、温室園芸経営数はこ
の10年間で6600から3300へと半減している。この背景
には、リーマン・ショックに端を発する経済危機に加
え、他産地との競争激化による生産過剰がある。
近年、トルコ、スペイン、モロッコなどで温室園芸
が伸びてきており、これら産地での収穫期間の拡大が、
オランダの温室園芸への打撃となっている。また、オ
ランダの温室更新時に古い温室は東ヨーロッパに販売
されることが多いが、今度はその東ヨーロッパもライ
バル産地として台頭しつつある。
温室園芸に関与する生産・販売チェーン全体として
見ると、５社ほどの種苗会社と５社ほどの小売業の間

５．日本と比較して

にたくさんの生産者がいる構造になっていることも、

干拓地に広がる背の高い広大な温室群。農場当たり

温室園芸農場の経営が苦しい背景となっている。例外

の規模の大きさと、温室１棟（６ha程度）に10億円以

的に経営が良いのは、有機生産や珍しい作物といった

上掛かるという投資額の大きさ。 面積は九州程度と

ニッチ向け生産だけだそうだ。

いっても、日本の農業経営とは比較にならない壮大さ

Ruijs博士は、 今は経営的に苦しい時期だが、 かと

であった。

いって投資をしないでいると、 技術的に後れをとって

しかし、先進国農業のあり方として、参考になる点

しまうと語った。温室の耐用年数は通常は12〜15年で

は多々ある。例えば、農業分野において世界トップク

あり、経営が良いと農業者は10年程度で更新するが、

ラスにあるワーゲニンゲン大学が、個別の農業者の出

悪いときは更新を控える。温室の値段は１ha当たり150

資を受け農業者の直面する研究課題に取り組んでいる

万〜300万ユーロであり、10haの温室であれば1000万

状況は、大学と現場との距離の近さ、さらに農業者の

〜2500万ユーロ（15億〜30億円程度）掛かることにな

研究・開発意欲の強さを感じさせたが、これは日本で

る。投資資金は協同組合銀行であるロボバンクなどの

も取り組めるのではないだろうか。

融資を受けるが、25%は自己資金で賄わなくてはいけ

また、オランダの農業は当初から周辺諸国への輸出

ない。ちなみに、経営が成り立つために必要な温室面

を志向しており、 他国との競争のなかで発展してきて

積を聞いたところ、８haとの答えが返ってきた。ワー

いる。そのため、他国より先んじていなくてはならず、

ゲニンゲン大学の統計データから推測するに、現在８

そのことが農業者の革新的なマインドやそれを支える

ha以上の規模がある温室経営は全体の10〜15%程度

体制をつくってきていると思われる。Ruijs博士はオラ

とう た

であろう。さらに厳しい淘汰が進むことが予想される。

40

ブレイスウェイク地区には背の高い巨大温室が立ち並ぶ

ンダの農業者の強みについて、
「多くの国の農業者は

Ruijs博士によれば、このような温室経営農場の減少

新しい投資に対して、どのくらいコストが掛かるかば

や規模の格差の拡大を反映するように、近年生産者間

かりに関心を示す。しかし、オランダの農業者は、投

のつながりが弱まっているそうだ。 オランダの農業は

資によって生産がいくら増えるか、生産物の質がどれ

協同組合活動が盛んであるといわれてきたが、農業者

ほど向上するかに関心がある。また、最も新しいもの

同士の交流や協同が減り、例えば、温室園芸研究所と

を導入したがる。投資を恐れない気質がある。オラン

生産者との共同研究プロジェクトについても、個別の

ダの農業者は企業的精神に満ち、 革新的で勤勉であ

農場が自らの経営課題を持ち込んでくるケースが増え

る」と述べた。ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協

ているそうだ。また、最近生産者ボードが解散すると

定）の影が迫る日本の農業に多くの示唆を与えるオラ

いう出来事もあった。販売力の弱い中小規模の経営は

ンダの農業である。
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Web 調

査

「日本型食生活」の定着はまだ彼方？
野菜・果物の消費行動調査結果〜2013年調査〜から
と り

ば

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 鳥 羽

け ん い ち

賢一

【図１】野菜の摂食頻度（2011→2013年推移／属性別）

１．野菜・果物の摂食頻
度は単身層・ 若年層で
減少
図１は、野菜を食べる
頻度について尋ねたもの
である。
野菜を「ほぼ毎食 」
きちんと食べるという人
は、全体で28.0％と前回
より1.9ポイント減少し、
属性別でも単身男性を除
き減少した。 また、
「毎
日」
（
「ほぼ毎食」┼「ほ
ぼ毎日 」
・ 以下同じ）も

【図２】野菜の摂食頻度（2011→2013年推移／年齢層別）

64.7 ％（前回69.8 ％）と
前回を下回り、全属性で
減少した。 単身男性で
は35.1 ％と毎日野菜を食
べている人は３人に１人
である。 一方で、
「週に
１日未満／食べない」は
22.0 ％（同16.8 ％）と増
加し、 単 身 女 性 でも
12.4％（同5.6％）と単身
層で野菜を食べない人
が増え、食生活の偏りが
懸念される。
図２のとおり年齢層別
に見ると、
「毎日 」 は属
性別同様に全年齢層で
減少した。 特に20代以

【食料・農業・農村】Web調査▶「日本型食生活」の定着はまだ彼方？
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下では、
「毎日」は38.5％（同49.0％）と大きく減少し

を図３に示した。

た一方で、
「週に１日未満／食べない」 は20.9 ％（同

全体では「毎日」が31.5％（前回33.5％）とやや減少

7.7％）と激増している。また、今回調査では、40代以

した。単身女性は34.0％（同28.2％）
、単身男性は16.0％

下で「ほぼ毎食」は２割未満であり、年齢層が下がる

（同14.8 ％） と単身層は増加したが、 既婚男性では

に伴って摂食頻度が低くなる傾向が続いている。この

26.4％（同31.1％）と4.7ポイント減少した。一方で、
「週

年代はおおむね子育て世代といえ、子どもたちにおけ

に１日未満／食べない」は、全体で23.5％（同20.4％）

る影響が危惧される。

と3.1ポイント増加し、単身女性以外で増加した。単身

参考までに、果物を食べる頻度について尋ねたもの
【図3】果物の摂食頻度（2011→2013年推移／属性別）

男性は47.0％（同45.7％）と約半数が週に１度も果物を
食べていないという結果になった。
また、年齢層別に見ると（図４）
、
「毎日」は70代以上を除き前回より
減少した。一方、
「週に１日未満／
食べない」は、
50代以外で増加した。
摂食頻度は野菜と同様に年齢層が
上がるほど、 高まる傾向があり、
特に20代以下では著しくポイント
が低い。 若年層・ 子育て層におけ
る野菜・果物の摂食不足が目立つ。
２．単身層あるいは20代以下では
３割が「野菜不足」と自覚
図５は、 日ごろの食生活のなか

【図4】果物の摂食頻度（2011→2013年推移／年齢層別）

で自分自身は｢野菜不足｣だと思う
かを尋ねたものである。
全体で見ると、
「野菜
不足 」は13.2 ％（前回
10.4 ％）
、
「野菜は不足気
味」は35.2％（同36.5％）
で、合わせて約半数が野
菜不足（不足気味）だと
思うと回答し、 前回を若
干上回った。属性別に見
ると、
「野菜不足」は単身
女性で31.5％（同14.4％）
、
単身男性で3 1.0 ％（同
21.5％）
と大きく増え、
「野
菜は不足気味」は減少し
ている。 一方で、
「 野菜
不足ではない」は15.2％
（同14.8％）と微増で、既
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婚男性を除く全属性で増加した。

また、今回調査では「野菜が不足している」と思う

図６は年齢層別に見たものである。若年層ほど「野

理由について、
「量の基準／どれだけ食べれば足りるか

菜不足」のポイントが高くなっている。20代以下で

が分からないから」という選択肢が約３割の人から挙

32.7％（同21.0％）
、30代で20.1％（同16.3％）
、40代で

がった。 先のＪＡ全中調査でも１日に必要な野菜摂取

20.0％（同13.2％）と40代以下で2割を超え、20代以下

量を知っているかとの設問に対し、 知らないとの回答

では３割を超えた。前述のとおり、今回調査では野菜

が約８割を占める結果となっている。 厚生労働省が推

を「毎日」食べる人は全年齢層で減少しており（図２）
、

奨している１日に必要な野菜摂取量「350ｇ」を意識し

「野菜不足 」 の認識が深まっていると思われる。この

ている人はまだ少ないようである。 今後より理解度を

結果から単身層あるいは若年層における野菜不足があ

高めるには、分かりやすく例示し、具体的にイメージ

らためて感じられる。

が湧くような取り組みを進めていく必要があろう。株式

ちなみに、ＪＡ全中が2013年７月29日に公表した
「夏野菜に関する意識調査 」では約７割以上の人が野

会社セイコーマートでは今秋、行政（北海道）と連携
し「野菜をもっと食べよう！」キャンペーンを実施した。

菜不足を感じていると回答している。カルビー株式会

例えば、野菜などを40ｇ以上使用した総菜に「野菜を

社が８月23日公表した「大人の野菜に関する意識調

食べよう！」シールを貼り付けるなど消費者に摂取量

査」でも２人に１人は野菜不足を感じており、20 ～ 30

が分かるような取り組みを行っており、 非常に参考に

代では６割以上が実感しているとの結果が出ている。

なる事例ではないだろうか。

【図5】野菜不足を感じる程度（2011→2013年推移／属性別）

「21世紀における国民健康づ
くり運動（健康日本21）
」では、
栄養・食生活の目標として「野
菜摂取量の増加（目標値： 成
人350g ／日）
」に取り組んだが、
最終評価（2011年10月 ） では
変わらない（評価：Ｃ）という
結果に終わっている。2013年
からの「健康日本21（第２次）
」
では、 再度同様な目標が掲げ
られており、ぜひ野菜を食べる
量を増やしていきたいものであ

【図6】野菜不足を感じる程度（年齢層別）
上段；2013年

下段；2012年

る。
一方で、 果物の適正摂取量
の目安は１日200ｇとされてい
る。 公益財団法人中央果実協
会 が 2013 年１月に 公 表し た
「平成24年度果実加工流通消費
調査報告書」によれば、１日平
均200ｇ以上摂取できている人
は16.4 ％という結果であった。
また、 年齢層別に見ると20代
では１割未満にとどまり、 最も
高い60代でも25.9 ％と４人に１
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【表１】
「野菜不足」の解消方法（属性別）

人となっている。

属性

３．まずは野菜を食べる習慣

No.

を——ポイントは食習慣を変

主婦

既婚男性

単身女性

単身男性

年次

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

度数

993

943

381

394

406

357

94

94

112

98

51.1

33.0

25.5
19.4

2012

1

家庭の食事で野菜料理や使用する野菜の量を多くしたい

46.0

49.4

57.2

58.1

41.4

45.9

36.2

2

市販の野菜ジュースなどを飲むようにしたい

22.0

25.0

22.0

23.6

18.7

25.5

31.9

35.1

25.0

3

果物を多く食べるようにしたい

12.9

15.8

16.5

16.5

8.4

14.6

17.0

24.5

13.4

9.2

4

カット野菜をもっと利用するようにしたい

12.2

12.7

10.8

11.2

11.3

11.8

13.8

12.8

18.8

22.5

「野菜不足だと思う」
「野菜

5

サプリメント（主にビタミン類）を飲むようにしたい

10.7

9.3

10.5

10.7

9.6

5.0

13.8

18.1

12.5

11.2

は不足気味だと思う」 と回答

6

中食や外食時には、野菜が多いものを選んだりしたい

9.4

10.0

8.1

9.9

8.4

8.4

19.1

14.9

8.9

11.2

7

青汁を飲むようにしたい

9.2

10.0

11.5

12.4

6.9

6.2

9.6

17.0

8.9

7.1

8

市販の果物ジュースを飲むようにしたい

8.5

9.9

7.6

7.6

8.6

10.9

13.8

12.8

6.3

12.2

9

えること

した人に、 どのようにして不
足を解消したいか尋ねた。
表１を見ると、
「家庭の食事

プランターや家庭菜園などで、自分で野菜を作りたい

7.7

9.8

12.3

12.2

5.7

7.6

5.3

14.9

0.9

3.1

10

冷凍野菜や水煮などの野菜の加工品をもっと利用したい

6.2

7.6

9.2

10.7

3.4

5.0

5.3

6.4

7.1

6.1

11

冷凍食品・加工食品は、野菜が多いものを選びたい

4.2

5.0

4.2

5.1

3.4

4.2

5.3

8.5

6.3

4.1

12

その他

0.7

1.0

1.0

1.0

0.5

0.8

1.1

0.0

0.0

2.0

22.9

22.5

16.5

17.5

28.6

28.6

23.4

14.9

23.2

27.6

4.3

4.2

2.4

3.1

6.4

4.8

1.1

2.1

6.3

9.2

で野菜料理や使用する野菜の

対処の必要性は感じるが、特に何もしないと思う
対処の必要性を感じないので、特に何もしない

量を多くしたい」 が 全 体で

【表２】野菜の摂取量・頻度が多くなると思うきっかけ（複数回答／属性別）
（度数：人、他は％）

46.0％（前回49.4％）と最も多

属性

い。全属性でトップであるが、
単身女性では36.2％（同51.1％）

No.

TOTAL

主婦

既婚男性

単身女性

単身男性

年次

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

度数

702

681

300

279

235

249

79

78

88

75

55.2

42.6

41.4

53.2

51.3

33.0

38.7

2012

1

生鮮野菜の価格が安くなれば

50.7

47.9

61.7

2

手間をかけずにいっぱい食べられるレシピが分かれば

32.8

36.7

44.7

47.0

21.7

26.1

31.6

42.3

22.7

28.0

3

自分の食習慣が変われば

29.3

28.9

24.3

24.7

29.4

31.3

39.2

32.1

37.5

33.3

4

野菜料理を作ってくれる人がいれば

23.2

23.9

18.3

20.1

24.7

23.3

27.8

19.2

31.8

45.3

販の野菜ジュースなどを飲む

5

加工野菜（カット・冷凍野菜など）の価格が安くなれば

21.5

18.7

19.7

19.0

20.4

16.1

27.8

18.0

25.0

26.7

6

野菜の惣菜（サラダ、煮物など）の価格が安くなれば

20.8

17.9

20.0

17.2

17.9

15.7

29.1

21.8

23.9

24.0

ようにしたい」 が22.0 ％（同

7

収入が増えれば

19.2

20.3

17.7

18.6

14.9

16.9

29.1

34.6

27.3

22.7

25.0 ％）
、３位は「果物を多く

8

時間に余裕ができれば／料理をする時間が取れれば

18.8

22.0

18.3

28.0

14.5

10.4

31.6

37.2

20.5

22.7

9

料理に使う分だけ野菜を買えるようになれば

18.7

15.4

19.0

16.5

15.7

10.0

26.6

20.5

18.2

24.0

10

市販のお弁当などに使用されている野菜の量が多くなれば

14.8

17.6

10.7

14.7

17.9

20.1

20.3

18.0

15.9

20.0

と大きな落ち込みが見られ、
気掛かりである。 ２位は「市

食べるようにしたい」が12.9％
（同15.8％）で前回と順位は同

11

野菜の安全性がもっと高くなれば

13.8

11.2

20.3

16.9

7.7

8.0

16.5

10.3

5.7

1.3

12

野菜をいっぱい使ったデザート類やお菓子があれば

10.8

9.5

12.3

11.8

9.4

7.2

15.2

12.8

5.7

5.3
9.3

13

スライスしたり、刻んだりするのに便利な道具があれば

10.4

9.5

11.3

10.8

9.4

7.6

7.6

11.5

12.5

じであるが、 ポイントは減少

14

プランターや家庭菜園などで野菜を自作するようになれば

8.5

10.4

12.0

15.1

5.5

7.2

11.4

11.5

2.3

2.7

した。 一方で、
「対処の必要

15

食事を一緒に食べる人がいれば

7.7

7.2

2.7

3.6

6.4

4.4

19.0

12.8

18.2

24.0

16

加工野菜などに使用されている野菜が国産の野菜になれば

7.7

4.7

11.0

6.8

3.8

2.0

8.9

9.0

5.7

1.3

17

野菜嫌いを克服できれば

6.1

5.6

4.0

5.4

7.2

7.6

8.9

2.6

8.0

2.7

18

下ごしらえを店内で行った野菜を売っていれば

5.4

4.7

5.3

7.2

4.7

2.4

6.3

2.6

6.8

5.3

19

購入店で、洗浄・カットするようなサービスがあれば

5.1

5.3

5.7

8.2

5.5

3.2

3.8

2.6

3.4

4.0

20

野菜の摂取を増やすよう医師など専門家の指導があれば

1.7

3.2

1.7

4.3

2.6

2.4

1.3

1.3

0.0

4.0

21

その他

2.0

1.6

1.7

2.5

3.0

1.6

1.3

0.0

1.1

0.0

22

特に思い当たらない／特にない

9.5

7.1

6.7

5.0

11.9

10.8

7.6

2.6

14.8

6.7

性は感じるが、 特に何もしな
いと思う 」 は22.9 ％（同
22.5 ％） と微増であるものの
単 身 女 性 で は 2 3.4

％（同

14.9％）と著しく増加し、主婦を除く全属性で２割を超

物野菜を中心として今年の夏の高価格が影響している

えた。 単身女性においては、
「家庭の食事で野菜料理

ものと思われる。 ２位の「手間をかけずにいっぱい食

や使用する野菜の量を多くしたい」が大きく減少して

べられるレシピが分かれば」は32.8％（同36.7％）と減

おり、食生活の改善意欲の低下が懸念される。

少し、全属性で前回を下回った。一方で、３位の「自

次に、 今回調査で野菜を「もう少し（もっといっぱ

分の食習慣が変われば」は29.3％（同28.9％）と全体で

い）食べたい・食べる必要あり」と回答した人に、ど

は微増だが、単身層では単身女性が39.2％（同32.1％）
、

ういうきっかけがあれば野菜を食べる量・頻度が増え

単身男性が37.5％（同33.3％）と増加している。なお、

るかについて尋ねた。

単身層で今回と前回で増減の大きい項目が目立った。

表２のとおり、全体での１～３位は前回と変わらず、

とりわけ単身女性では加工野菜や惣菜の「価格が安く

「価格が安くなれば」という回答が50.7％（前回47.9％）

なれば」で、ポイントの上昇が大きかった。野菜価格

で最も多く、特に主婦では61.7％（同55.2％）とポイン
トが非常に高かった。これはキャベツ、レタスなどの葉

44

（度数：人、他は％）
TOTAL
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の高さの影響であろうか。
本誌前号のレポート（米の消費行動調査結果）で言
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食料・農業・農村
及したとおり、単身層・若年層を中心に朝食の欠食が

がまず第一歩である。

増加しており、中食・外食に依存し過ぎずにきちんと

４．国産回帰が鮮明に——野菜購入時の重視点

３度の食事を取るという食習慣の改善がまず求められ

図７が、野菜を購入する際に重視している点（複数

よう。今回調査でも、単身層・若年層を中心として野
菜不足は明らかである。一方で、
「野菜不足 」だとい

回答・５つまで）を尋ねたものである。

うことは認識し、
「自分の食生活が変われば」もっと野

重視している点のトップは、
「鮮度が良いこと」 が

菜を食べるであろうとの回答が多く見られた。 ぜひ、

68.2％（前回70.8％）と約７割の人が挙げたが、前回

野菜の摂食量を増やし、より健康的に食生活を見直し

に比べるとやや減少した。 続いて、
「販売単価が安い

てほしいものである。 家庭で野菜を多く使った料理を

こと」が51.6％（同51.6％）と半数を超えた。今回調

作ることが基本だと思うが、特に単身層では、言うは

査で注目されるのは、
「国産品であること」 が6.8ポイ

易し行うは難しということであろう。前述のとおり、果

ント上昇し40.7％（同33.9％）と順位を３位に上げたこ

物の摂食量も低位であり、そのまま食べられる果物と

とである。前々回（2011年）の調査では、東京電力福

野菜ジュースなどを上手に組み合わせることなどから

島第一原子力発電所の事故の影響もあり、30.8 ％と

行動に移してほしいものである。４番目にランクインし

「国産」の安全イメージが大きく低下したものの、現

ている「カット野菜を利用する」のも１つの方法だろ

在国産への信頼が回復しつつあるものと思われる。
図８は野菜を購入する際に重視している点を年齢層

う。繰り返しになるが、きちんと３度の食事を取ること

別に示したものである。
「鮮度が良いこ

【図７】野菜購入時の重視点（複数回答・５つまで）

と」 は高年齢層になるほど高くなり、20
代以下の47.3 ％に対し、50代以上では７

80

割を超えている。
「国産品であること」や
「旬のものであること」も同様な傾向を示

40

しており、年齢層が高いほど品質に対す
特に重視している点はない

下ごしらえが簡単なこと︑
不要なこと

その他

箱単位などで︑通常の販売単位に比べて割安

保存が利くこと

有名な産地のものであること

特別栽培や有機ＪＡＳマーク付きであること

生産者の氏名や生産した農場名が分かること

見切り品などで値引きされていること

見た目がきれいであること︑形が整っていること

色づき︑ツヤが良いこと

予定している金額︵予算︶
を超えないこと

産地が地元あるいは近県であること

ちょうど良い量であること

味・食味が良いこと

特売で安くなっていること

旬のものであること

国産品であること

販売単価が安いこと

鮮度が良いこと

0

る強いこだわりが感じられる。 一方で、
「販売単価が安いこと」 や「特売で安く
なっていること」は、低価格への志向が
強い若年層で高い。
株式会社日本政策金融公庫が９月４日
に公表した「平成25年度上半期消費者
動向調査 」 においても消費者の

【図８】野菜購入時の重視点（年齢層別・上位１０）

食の安全や国産志向が回復傾向
にあり、 値段が割高でも国産を

80
70

選ぶ消費者が増えたということ

60

が示されている。
「野菜 」 では

50
40

「割高でも国産品を選ぶ」と回答

30
20

した割合は68.8％（前回調査：１

10
0
鮮度がよい
こと

販売単位が
安いこと

国産品であ
ること

旬のもので
あること

特売で安く
なっている
こと

味・食味が
よいこと

ちょうど
良い量で
あること

産地が地元
あるいは
近県である
こと

予定してい
る金額（予
算）
を超え
ないこと

色づき、
ツヤがよい
こと

月61.3％）と7.5ポイント増加して
いる。
カ ット野菜を購入する際に重
視している点を尋ねたものが図
９である。トッ プの「価格が安
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い」は単身男性で高くなっている。一方

【図９】カット野菜購入時の重視点（複数回答／属性別・上位１０）

で、
「国内製造の商品 」
「国産原料を使
用」
「原料の原産国が表示 」などは単身

40

男性以外の属性で高い数値を示している。

30

単身男性は「味が良い」
「価格が安い」

20

には非常に関心を示しているが、品質に

10

関わる点についてはほぼ無関心といえる

0

ような状況かもしれない。また、 特徴的

価格が安い

味がよい
こと

国内製造の
商品

国産原料を
使用

原料の
原産国が
表示

賞味期限
がなるべく
先の日付
である

消費期限
まで余裕

合成保存
料等が無
添加

産地で加
工製造さ
れたもの

特売である

この商品は
買わない

なのが「この商品は買わない」人が３割
近くに上っていることである。 日常、 生
鮮野菜を購入し、調理するような食生活
をしていれば確かに必要はなく、 本来の姿であろう。

ターゲットに品揃えがなされていると思われる。９月

ただ、単身層あるいは高年齢世帯層には、生鮮野菜を

26日付『日本経済新聞』では「カット野菜鮮度向上」

購入するより経済的だと思われる一面がある。生活が

と題し、セブン＆アイ・ホールディングスはカット野菜

不規則になりがちであっても調理の手間・時間は少な

を刷新し、11月から一部商品を低温加工できる工場に

くて済むし、使い切れないケースも少なくなろう。今

切り替え、鮮度を高めＰＢとして販売するとし、
「セブ

年のように野菜が高値安定しているときは、家計を預

ンイレブンはカット野菜の売り場を従来比５割広げる」

かる主婦も購入機会が増えることが予想される。独立

と報じている。また、10月15日付プレスリリー スで、

行政法人農畜産業振興機構が2012年10月に実施した

株式会社ローソンは業務提携している大地を守る会の

カット野菜の消費動向調査によると、購入理由の１番

契約栽培野菜を使った「７品目のごろごろ野菜サラダ」

目は「家庭での調理時間を節約できるから」
、２番目が

などサラダ２品を発売すると発表している。

「生鮮品を使用して調理すると１回では使い切れないか

また、小売り・外食産業が農業生産に直接関与ある

ら」となっている。株式会社サラダクラブがサラダ白

いは契約農家から調達するケースが増えている。８月

書として８月29日公表している調査結果でも、 パ ッ

28日付『日経流通新聞』では、サンドイッチ店「サブ

ケージサラダの購入時の重視ポイントは「値ごろ感」

ウェイは14年末までに、野菜のほぼ全量を契約農家か

と「品質」が上位に挙げられている。

らの仕入れに切り替える方針だ」
、また小売りチェーン

５．野菜をめぐり、流通・外食業界にも独自の動き
日常的に野菜不足が顕著に見られ、もっと食べる量

46

の「イトーヨーカ堂が15年度までに直営と協力農家を
合わせた『自社農場』を現在の2倍の200㌶に増やす方
針だ」と報じている。

を増やす努力が求められる一方、消費者の健康志向か

今回調査で、企業が生産する野菜について意見を尋

ら野菜の品質・安全性への関心はますます強くなって

ねたものが、図10である。
「品質が安定している」
「新

いる。前述のとおり、野菜購入の重視点として「国産

鮮である」
「食べてみたい」は、ほぼ当てはまるという

品であること」 が増加するように国産回帰が明確に

人は約半数近くに上っている。一方で、
「農家などが作

なってきていることでも明らかである。このようななか

る野菜と変わらない」では約30％にとどまっているが、

で、流通業界、外食業界でもいろいろな動きが見られ

具体的な表示が少ないこともあり、 見分けがつかない

る。昨今、スーパーでのカット野菜コーナーの品揃

ことも影響していよう。各項目とも「当てはまらない／

え・ 広がりには目を見張るものがある。 多品目のサラ

あまり当てはまらない」を選択した人は１割前後であり、

ダでは手軽にいろいろな野菜が食べられ、 野菜炒め

否定的な見方は少ないようだ。

セットなど特定メニュー専用の商品では調理に手間が

参考までに、野菜の主な購入先を１～３番目まで尋

掛からない。単身層から高年齢層まで幅広い購買層を

ねたものを図11に示した。スーパーが圧倒的に多く、
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食料・農業・農村
青果専門店・ 生協・ 農産物直

【図１０】企業が生産する野菜について

売所が20％前後で続いている。
また、 コンビニやネ ッ トス ー
パ ー、 食材宅配業者の割合は

安心できる
生産管理がしっかりしている

小さいが、 今後伸びが予想さ

品質が安定している

れる。 購入先を選択する理由

新鮮である

では、
「野菜以外の食材の買い
物も1カ所で済むから」 など品
揃えが優先されている。 立地

価格が安い
農家等

が作る野菜と変わらない

買ってみたい（食べてみたい）
企業への信頼が高まる

条件、 価格、 鮮度、 加工品
（カット野菜）などそれぞれの

あてはまる

ややあてはまる

どちらともいえない

あまりあてはまらない

あてはまらない

わからない

【図１１】野菜の主な購入先

事情により上手に選択していく
ことが必要であろう。一方で、
流通サイドでは食品あるいは
生鮮品に限っても独自性・ 特
色のある品揃えなど店舗づくり
に腐心している姿がうかがえ
る。
スーパー

６．最後に……再び、より健

青果
専門店

生協

農産物
直売所

百貨店

農協

生産者か
コンビニ
有機食品 食材宅配 ネット通
ネット
・
ら直接購
100 円
専門店
業者
販
スーパー
入
スーパー

その他

2 番目はな
い／ 3 番
目はない

康的な食生活へ
10月22日文化庁は、 ユネス
コ無形文化遺産として推薦していた「和食 日本人の

法を提案するような取り組みを積極的に実施している。

伝統的な食文化」について、事前審査を行うユネスコ

ぜひ、若年層・子育て世代がバランスのよい食生活を

の補助機関が「登録」を勧告したと発表した注）。農林

営み、子供たちに野菜のおいしさが伝わり、健全な食

水産省リーフレットには日本の食文化の特徴として、

習慣が育まれることを期待したい。8月31日は「野菜の

①多様で新鮮な食材と素材の味わいを活用、②バラン

日 」 であり、1983年の制定から30年経過している。

スがよく、健康的な食生活、③自然の美しさの表現、

種々のイベント、キャンペーンが行われたが、この日

④年中行事との関わり、と記している。前号のレポー

が特別な日でないように心掛けたいものである。 最後

ト（米の消費行動調査結果）でも言及したとおり、ごは

に、6月27日付の『日本経済新聞 』のコラム「春秋 」

んを中心に主菜・副菜を組み合わせた「日本型食生活」

から引用したい。
「好きな食べ物は何？ 都会の子供

の定着が何よりも望まれるところである。今回調査結

たちにそう聞くと、ハンバーグやカレーライスなど料理

果を見る限り、特に単身層・ 若年層を中心にバランス

の名前が返ってくる。ところが身近に生鮮品が採れる

のよく健康的な食生活とは言い難い実態が浮き彫りに

地方は違う。北海道の小学校で尋ねるとトウモロコシ、

なっている。食習慣を一朝一夕で変えるのは難しいと

ジャガイモ、アスパラガスと、料理ではなく野菜の名

思うが、私たち自身が「日本人の伝統的な食文化」を

が次々とあがる。▶調理して味つけする前の、おいし

再認識する機会としたい。

い野菜の味を知っているからだろう。先入観がない子

また、食育の重要性は言をまたないところであろう。

供の舌は正直である。……」

野菜流通に関わる卸売り各社においても自社で食育プ
ロジェクトを立ち上げ、野菜をおいしく味わう料理方

注）2013年12月4日、世界無形文化遺産への登録が決まった

【食料・農業・農村】Web調査▶「日本型食生活」の定着はまだ彼方？
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農産物直売所における食育活動を考える
か

と う

ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員● 加 藤

み

き

美紀

全国５カ所の直売所の協力を得て、
「食材提供の場
における食育実践活動事業 」
（農林水産省補助事業 ）

主菜、副菜のそろった食事」という方が約９割を占め

を行っています。食育基本法が制定され８年が経過し、

ていました。 野菜を主な材料とした副菜の皿数（1皿

食の大切さの認識は深まりつつありますが、 行動変容

小鉢１個分）を聞いたところ「１日１～２皿」が約５割、

につながらない。食材を提供する場、つまりスーパー

「１日３～４皿」が約４割。食事バランスガイドで目標

マーケットや生協、そして直売所で消費者にどのよう

とされる副菜の５～６ｓｖ（１ｓｖ70ｇとし、ほぼ小鉢

な支援策を講じることがよりよい食の実現につながるの

１個分と換算）に満たない方が多いことが分かります。

かを検証し実践していくというのが本事業の目的です。

野菜を多く食べるよう意識しているが、行動につなが

事業の一環で行った「直売所を利用する消費者の食

らないのが実態のようです。
「１日に望ましい野菜料理

と農に関する意識調査」および「食習慣に関する調査

の皿数を実行したいか」 を聞いたところ、 約８割が

（ＢＤＨＱ調査 ）
」
（2013年９月、 お客さま1000人に配

「実行したいができない」と回答しています。

布、回収率75％）の結果を通し、国産農産物の消費拡

具体的に「実践できない理由」を聞いたところ、最

大に向けた直売所での食育活動について考えてみたい

も多い回答が「野菜料理のレパートリーが少ない」で

と思います。

約５割、次いで「調理する時間がない」が約４割でし

直売所のお客さまに「現在の食生活」を聞いたとこ

た（図２）
。時短料理のレシピが大人気なのもうなずけ

ろ、
「満足している」が約７割でした。毎日の食生活で

ます。その他に、
「野菜を買い物する時間がない」
「食

気を付けていることは「野菜を多く食べること」 が最

べる時間がない」
「家族が少ないからいろいろ作れな

も多く約８割。次いで多かったのが「朝食を抜かない」

い」などの回答がありました。

約7割、
「できるだけ食事を手作りする」
「規則正しい

果物について聞いたところ、
「１日に望ましい果物摂

食事をする」
「地域の食材や旬の食材を食べる」 約６

取量200ｇを実行したいと思いますか」に対し、
「実行

割でした（図１）
。 野菜や果物を素材中心で販売する

したいができない」は約６割。その理由として「果物

直売所では、手作り志向のお客さまが多く、食への意

は高いイメージがある」が最も多く約５割、
「皮をむい

識も高いことが分かります。

たりするのが面倒くさい」は約３割という結果でした。

次に食環境について聞いたところ、
「料理は毎食また
は１日２回は作る」という方が約７割を占めていました。

果物はデザートであり、ご褒美的なもの。特別な日に
食べるという位置付けになりつつあるようです。

地域によってバラつきがあり、
「１週間に１回も作らな

野菜や果物を購入する際に参考にしていることを聞

い」という方が約２割を占める店舗もあり、 地域に合

いたところ、
「値段」は約８割、
「表示ラベル」は約７

わせた商品提供の重要性を感じます。食育推進策の１

割、
「食べ方・保存方法の掲示物」は約４割、
「生産方

つの柱として「共食」を進めていますが、家族と食事

法などの掲示物」
「店内で実施している試食」
「出荷者

する回数を聞いたところ、
「毎食または１日２回」が約

のアドバイス」は約３割、
「食育ソムリエなどのアドバ

６割、
「１日１回」が約２割でした。バランスのよい食

イス」
「店内放送」は約２割という結果でした。

事のためにも、孤食を減らしていくことが大切です。

48

食事内容について聞いたところ、
「１日１回以上主食、
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直売所の買い物しやすさについて聞いたところ、
「野

【食育ソムリエNOW】農産物直売所における食育活動を考える

【図１】食生活で気を付けていること
（％）
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日」については約７割という結果でした。
「店内レイア
ウト」は約６割、
「店舗までの交通手段」は約５割とい
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（図3）
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を強化することで直売所の伸びしろはまだまだあるは

【図２】野菜摂取が実行できない理由

野

法を工夫することが必要です。食育拠点としての機能

で、 毎日の食事に対する意識を変えてもらうことは難
しいことかもしれません。しかし、農業や農村、農家
の台所には昔から伝わる生活の知恵がたくさんありま

【図３】直売所での情報提供について

す。料理を楽しむこと、保存食で豊かに暮らすこと、
生命力あふれる新鮮な地場食材は本物の味を提供しま
す。農産物直売所だからできる食育活動を考え、地域

（％）

利用している直売所は
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協同組合研究部からのお知らせ

『にじ』2013年冬号の誌面構成について
ＪＣ総研 協同組合研究部

『協同組合研究誌 にじ』2013年冬号について
ＪＣ総研では現代社会が抱える諸課題として以下の５つの
かい り

テーマに焦点を当て、協同組合運動の理念と現実の乖離、お
よび克服のための今後の道筋について展望していく方針です。
①
「格差貧困等社会的排除の克服」
（2013年夏号）
〈既刊〉
②
「東日本大震災からの復興と協同組合の役割・課題 」
（2013年秋号）
〈既刊〉
③
「これからの『地域づくり』を問い直す」
（2013年冬号）
④「循環型社会は日本を変える」
（2014年春号予定）
⑤
「若者・子供たちの未来（今、何が求められているか）
」
今号では「これからの『地域づくり』を問い直す」と題し、

います。
実践編では、過疎問題や地域おこしに取り組んでいる全
国の実践事例から９事例を取り上げ、これからの地域づくり
の方向性について多面的な角度から検討を行っています。
なお、 この特集企画の福井県立大学教授・北川太一座
長による解題を当研究所のホームページにも掲載しておりま
すので、 ぜひこちらもご覧ください（http://www.jc-soken.or.jp/publication/point.php）。
この他、 連載企画「モンドラゴンの光と影」
（第3回 ） で
は、モンドラゴンは1980年のＩＣＡのレイドロー報告で世界
的に注目を浴びることとなるのですが、その評価をめぐって、

地域をめぐるこれからの政策・ 制度的枠組みの方向性を視

２つの著書『モンドラゴンの神話 』 と『協同組合とコミュニ

野に入れながら、人と人との結び付き、人間と自然・環境と

ティ－モンドラゴンから世界へ』について批判的な解説をし

の共生、小さな経済（事業）起こしなどを大切にした地域づ

ながら、 モンドラゴンモデルは単に協同組合論の枠組みだ

くりのあり方、さらには協同組合やＮＰＯなど、非営利組織

けでなく、広い視点で議論する必要性を説いています。

が地域づくりに関与することの意義と課題について考えます。

また、 好評の「協同組合の仲間と知り合おう」 では映画

論考編では、平成の行政大合併の総括と現在議論されて

やテレビで活躍する俳優たちの生活協同組合である「東京

いる道州制をめぐる諸問題、住民主導による自治のあり方に

俳優生活協同組合―四十年の歩み」を紹介します。個性そ

ついて論じるとともに、東日本大震災が私たちの暮らしや目

のものが 売りの弱肉強 食の世界での 俳 優同士、マネー

指すべき社会のあり方に与えた影響、さらに地域づくりにお

ジャーとの「協同互助」はどうあるべきか、田代理事長のお

ける「内発的発展論」の意義・到達点と今日的含意、およ

話は「協同の心理学」ともいえる協同組合のあり方を問うも

び「消滅のリスク」を抱えながらも耐久力を発揮して存在す

のでした。

がんい

50

る過疎・限界集落の再生プログラムのあり方について論じて
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【協同組合】
『にじ』
2013年冬号の誌面構成について

社会は日本を変える」をテーマに、立命館大学准教授

第29回公開研究会開催のお知らせ

秋葉 武 氏を座長として以下の予定で開催する予定で

当研究所では『協同組合研究誌にじ』の特集企画と

す。参加無料ですので、ご興味のある方は、ぜひ当研

連動し、広く有識者や協同組合関係者および協同組合

究所のホームページ（
「協同組合研究部 セミナー開

に関心を持つ一般の方々と意見交換する場として公開

催計画 」
：http://www.jc-so-ken.or.jp/seminar/

研究会を開催しております。次回研究会では「循環型

kyoudou_schedule.php）よりお申し込みください。

第 29 回公開研究会
１．開催日時： 2014年１月25日(土) 14:00 ～ 18:30
２．開催場所：明治大学(東京・駿河台) リバティタワー ６階1065号教室
３．研究課題：
「循環型社会は日本を変える」
４．報 告 ：
・第１報告 「ドイツに学ぶ ─地域からのエネルギー転換と経済効果─」
（仮題）
報告者 村田 武 氏（愛媛大学特命教授）

わが国においては依然として「コントロール」されない東京電力福島第一原力発電所の悲劇が進行中であるにもかかわらず、再び原
発依存のエネルギー政策が復活されようとしている。一方、ドイツでは福島原発事故後に脱原発路線への転換を明らかにし、農村部
を中心に「100％再生可能エネルギー地域」づくり運動が進められている。こうしたドイツのエネルギー協同組合の設立経過や現在の
活動、さらには地域経済への貢献とともに再生可能エネルギーづくりにおけるわが国協同組合陣営の役割と課題について提起いただく。

・第２報告 「循環型社会の形成に向けた地域通貨の役割」
（仮題）
報告者 西部 忠 氏（北海道大学教授）

氏は地域通貨について「地域だけで使われ、その内部でぐるぐる回り、地域から持ち出せず、地域を守り、地域を自立させる＜地
域主義的＞なお金である。（中略）地域通貨は単に経済を活発にするための手段だけではなく、それは社会や政治をも変える仕組みと
ふかん
して利用できるし、新しい生活・文化の拠点づくりにも役立つ」と指摘する。こうした地域通貨に関わる全国の取り組みを俯瞰しなが
ら、地域通貨が果たしている地域の自立と活性化の展望を解き明かしていただく。

・第３報告 「ＪＡの介護福祉事業の現状と課題」
（仮題）
報告者 根岸 久子 氏（ＪＣ総研客員研究員）

1970年代の「生活基本構想」以来、ＪＡでは助け合い活動として高齢者福祉活動の取り組みが進められ1997年にスタートした介護
保険制度の下で、現在、過半におよぶＪＡで介護福祉事業が取り組まれているなか、先進的ないくつかの事例を取り上げ、そこでの
取り組みの特徴を紹介しながら、併せて「協同組合」が取り組む介護福祉事業の課題と展望を明らかにする。また、一般的に行政・社
会福祉法人などが公助として行う介護福祉事業と、協同組合が行うそれとの違いにも着目、論述していただく。

５．参集範囲： 協同組合運動の研究者、協同組合・関係団体の役職員など
６．参加費：無料
７．参加申し込み：１月21日（火）までに当研究所ホームページより直接お申し込みください（※注）
８．問い合わせ先（事務局）
：ＪＣ総研 協同組合研究部
TEL：03-6280-7254（部代表）
、FAX：03-3268-8761 E-mail：S-yamada@jc-so-ken.or.jp
※注）参加申し込みについては、ホームページでの受け付け終了後も対応可能です。事務局まで個別にご相談ください。
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ＪＣ総研 第26回・第27回公開研究会（記録）
ＪＣ総研 協同組合研究部

当研究所では『協同組合研究誌 にじ』の特集企画

小さな単位が物事を考える、②できることを尊重する、

と連動し、広く有識者や関係者の方々と意見交換する

③押し付けない、ことであり、役所が住民に “協働”

場として公開研究会を開催している。 第26、27回は

を義務付けるかのような最近の「新たな公共」に対し

「これからの『地域づくり』を問い直す」をテーマに、

ては「全くのナンセンス」と批判する。一方で1998年

福井県立大学の北川太一教授を座長として2013年８

のＮＰＯ法成立を「画期的な成果」と評価し、真の地

月31日と９月21日の２回にわたって公開研究会を開催

方自治を進めるためには「良い暮らしがしたい」とい

した（会場：明治大学 ）
。今号ではその概要を紹介す

う志を持つ “市民” を後押しすることが重要だと主張

る。なお、個々の報告の詳細については当研究所発行

した。

の『協同組合研究誌 にじ』2013年冬号（12月16日

道州制については、 政府の道州制促進基本法案の

発行予定）に掲載されているので、そちらをご覧いた

なかで、国の機能の受け皿として現行の市町村ではな

だきたい。

く「基礎自治体 」という新概念が用いられている点を
指摘。道州制とは、これまで国が行ってきた業務を国

─────《第26回公開研究会》─────

から地方自治体へ下していくことであり、 受け皿にな

大森 彌氏には、道州制から国籍法まで幅広い話題

れない小さな自治体では、再び「合併」か「基礎自治

について、分かりやすく解説いただいた。また、秋葉

体の補助組織」になるかの選択を迫られる可能性があ

武氏、辻 英之氏からは過疎地における新たな地域づ

るという。平成の大合併では、合併を選択しなかった

くりの可能性を示す実践事例が紹介された。

小さな自治体の方が危機意識が強く住民も頑張るので

報告１．
「地域政策の動向とこれからの地方自治制度・
（東京大学名誉教授：大森 彌 氏）
地域づくり」

大森氏は、現在の地方自治法を “悪法” と言い切る。
「住民を管理する法律であり、これだけでは地方はよく
ならない。最近、地方自治体が自治基本条例を作るよ
うになってきたが、これは首長や議員、職員の振る舞
いを決める “自治体の憲法” であり、本来ならば、住
民主体で作るべき性格のものだ」という。
地方自治を考える際には補完性の原理が重要である。

住民の顔が見えなくなりかえって自治が弱まるところ
もあったと指摘。行政学の立場から補完性の原理に逆
行する政府の取り組み姿勢を批判した。
（立命館大学准
報告 ２．
「過疎地における地域活性化」
教授：秋葉 武 氏）

秋葉氏からは、約４㎞にわたる砂浜をそのまま「美
術館」として売り出し、町の観光産業に育てた高知県
黒潮町（旧大方町）のＮＰＯ法人「砂浜美術館」の報

基本的な考えとして、まず「個人と家族の自立と自助」

告があった。同法人は1989年に設立され、 世界初の

があり、それで限界に突き当たったら周囲の人たちが

屋外の２次元アート展として「Ｔシャツアート展」を

手を差し伸べる「互助」で支える。高齢者の介護支援

開始した。キャッチフレーズは「私たちの町には美術

など互助では無理な場合には、異世代が協力して制度

館がありません。 美しい砂浜が美術館です」
。 つまり

を作る「共助」が支え、最終的には国などによる「公
助」が支えるのだという。そのなかで重要なのは、①
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全員がボランティアではなく有給職員だという。現在

きた「支えあい」と「自己決定の歴史」だという。最

は、全国から人を集める「Ｔシャツアート展」を軸に、

近の子どもたちは「多数決＝民主主義」と勝ち負けを

漁協と連携したホエールウオッチングや自主放送番組

つけたがるが、氏は、本来の民主主義とは少数意見を

の制作、 地元特産物の販売事業など徐々に活動分野

尊重するものだと説く。日々の燃料は薪で、里山でお

を広げ、地域おこしにおいては、町役場も相談に来る

年寄りと一緒に間伐作業をし、自給した野菜や村の農

地域の中核的存在となっている。

家からいただいた食材でご飯を食べる。活動を通して

まき

氏は、自身の問題意識として「地方の二極化」が進

子どもたちは「村で暮らすルール」を学び、農作業や

行し、地域資源が存在しない、もしくはそれを生み出

風呂焚きなどを通じて「生きる力」を身に付け、話し

す基盤を失った過疎地が増えていることを指摘。砂浜

合って課題を解決できるように成長していくという。

美術館の取り組みは「アート」という本来地域に存在

た

体験活動には１年コースの「だいだらぼっち」の他、

しない要素による地域おこしであり「内発的発展では

３～ 20泊コースの「信州山賊キャンプ」
、地元の子ど

ない」という批判がある一方で、地域の人が関わるこ

もたちを受け入れる「伊那谷あんじゃね自然学校」が

とで確かに地域活性化に貢献しており、地元とよそ者

あり、
「だいだらぼっち」には例年20人弱が参加、
「山

の関係についても、 もっとしたたかなダイナミズムが

賊キャンプ」ではひと夏で1500人以上の子どもたちが

あるのではないかと主張する。

泰阜村を訪れる。法人全体での予算規模は年間１億円

また、ＮＰＯ法人の場合、事業が大きくなってくる

程度で、その７割が地域内に還元されているという。

と本来の目的（ミッション）が曖昧になって瓦解する

職員は若年層を中心に22人（常勤17人・非常勤５人）

ケースが多いが、砂浜美術館は、産業にも観光資源に

で、この他にボランティアが年間400人以上訪れる。

も恵まれない条件不利地において、地域内に10人以上

今や村内最大規模の団体に成長し、 地域の一大産業

の雇用を生み出しながら自立的経営を実現しているこ

となっているが、 単に雇用を生み出しているだけでは

あいまい

が かい

とに注目。従来の「高齢者年金＋α」の地域おこしで

ない。
「あんじゃね自然学校 」の運営では、村の人々

はない、
「若者も地域内で食える」地域おこしとして、

が業種や年齢、役職を超えて手をつなぎ、村の子ども

さらに掘り下げて研究していく必要があると指摘する。

の教育のために知恵と力を合わせるようになった。そ

（ＮＰ
報告３．
「へき地から始まる本質的な教育改革」
Ｏグリーンウッド自然体験教育センター代表：辻 英之 氏）

れは「教育の自己決定権」と「支え合い・共助の仕組
み」をもう一度地域に取り戻すことを通じた地域再生
の取り組みだと指摘する。

辻氏からは、教育をど真ん中に据えた持続可能な地
域づくりとしてＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育

─────《第27回公開研究会》─────

センタ ーの実践報告があった。 同法人は人口わずか

守友裕一氏には、 地域づくりの代表的理論である

1800人の長野県泰阜村にあり、 里山の暮らしを学ぶ

「内発的発展論」について、その歴史的変遷や今日的

やすおかむら

山村留学事業を運営している。

課題を中心に分かりやすく解説いただいた。また、丸

「地域に根ざし、暮らしから学ぶ」という理念に基づ
いて実施される体験活動は、村の人々が営む暮らしの
なかに内在する「教育力」を丁寧に反映しており、例
えば１年コースの山村留学「だいだらぼっち」では、
子どもたちは１年間の共同生活を営みながら村の小・

山茂樹氏、工藤貴史氏からは山村と離島という条件不
利地の地域づくりに関して事例研究が報告された。
（宇都宮大学
報告４．
「内発的な地域の発展とは何か」
教授：守友 裕一 氏）

中学校に通う。食事を作り風呂を沸かし、掃除や洗濯

守友氏からは、内外の政策や時代背景などをたどり

など生活の一切を自ら行う。けんかは当たり前、困っ

ながら内発的発展論の歴史的変遷と今日的課題につい

たことは多数決ではなく納得いくまで話し合って解決

て報告があった。氏は、これまでの内発的発展論の特

する。それが村のルールであり、村の人が積み重ねて

徴について表のように整理し、これら考え方の基礎と
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なったのが、農村発の地域づくりの実践だったという。

ことが求められていると解説した。

1985年のプラザ合意以降、わが国の農業生産額は

さらに、今日的課題としてLEADERプログラムが深

低下の一途をたどったが、そのなかで農村の現場から

化してくるなか、 イギリスにおいて内発と外来のハイ

都市農村交流や６次産業化といったさまざまな実践事

ブリットとしての「ネオ内発的発展論」が台頭してい

例が生まれ、これらを帰納的に考察することによって

ることを指摘。そもそもわが国の内発的発展論では、

内発的発展論が発展してきた。氏は、その意味で、近

外部との関係やその支援の存在が当然視されてきたが、

年各地で実践されている「地元学」について内発的発

外部支援の重要性については、
「公 」
「共 」
「私 」 の

展論を現場から実践的に強化していく可能性があると

パートナーシップ、連携のあり方とも関係する検討課

している。

題であると報告した。

さらに、欧州における地域政策の歴史を振り返り、
欧州では地域おこしにおいて「人間発達」が最も重視
されていることを指摘。 地域づくりは住民の能力構築

報告５．
「福井県池田町の実践～過疎地における潜在
（ＪＣ総研客員研究員：丸山 茂樹 氏）
資源の顕在化～」

によって実現するのであり、例えばＥＵの農村政策で

丸山氏からは、わが国で支配的な「資源小国論・輸

あるLEADERプログラム（農村経済発展のための活動

出産業優先論」に真っ向から挑んでいる人間的な営み

の連携）の場合、コミュニティー単位に結成した中間

として福井県池田町の報告があった。 池田町は面積

組織体であるＬＡＧ（Local Action Group）がＥＵ支

194㎞2と広大ながらその９割を森林が占め、冬には豪

援の受け皿となり、その支援を基礎にＬＡＧの専門的

雪が降る典型的な山村である。 人口は3000人程度、

スタッフが計画を立てて農工商一体となった農村活性

福井市まで車で50分程度の距離だが、 鉄道はなくバ

化を進めていく。 そのなかでは計画・ 行動といった

ス路線も少ない。昔から周囲と途絶しているせいか、

「プロセス 」

福井県下でも自他ともに「池田は独特、格別な存在」

と「参加・ 積

といわれている土地柄である。自分たちのことは自分

極的関与」が

たちで決めるという自治の精神が息づいており、自治

②再評価・活用のための基礎は住民自らが学習

重視され、そ

体も農協も合併を拒否して独自の道を歩んでいる。

し、計画する（学習の課題と場の設定がある）

の過程を通じ

報告では、池田町で行われているさまざまな取り組

て地域住民が

みの紹介があった（①生ごみ回収→畜産糞尿の堆肥

本来持ってい

化→有機農業による土づくり→都市の人々へのお裾分

る潜在能力を

けという地域資源連結型の取り組み、②完全有機農業

構築していく

を目指す「１０１匠の会」
、③池田町アンテナショップ

【表】内発的発展論の特徴
①地域固有の技術・産業・文化を土台とし
て再評価し、活用する

③地域にある多様な産業を評価し、相互の
連携と産業的連携を考える
④地域の個性を基礎に、環境・生態系、福
祉、暮らしやすさなどを総合的に考える
⑤住民の主体的参加による自治・自律的意
思決定、
それに基づく地域独自の政策形成

ふんにょう

「こっぽい屋 」
、 ④森林
を生かした「木の里工
房」
・ペレットストーブ、
⑤自然を生 かした体
験・ 滞在型観光など）
。
氏は、 池田町について
「とにかく会う人一人ひ
とりが挨拶をしてくれて、
またその人たちの笑顔
がとても自然で魅力的
だった」と強調する。
氏は、 池田町の実践
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例を評価しながら同時に、過疎化の流れが今なお続い

マイワシの生産量減少でほぼ説明でき、それ以外の生

ているという冷酷な現実も指摘した。しかし、それで

産量は必ずしも減少していないことを指摘。さらに養

も池田町の実践例を「グローバリゼーションへの対案

殖業と沿岸漁業で分けると、養殖業では経営体数の減

（オルタナティブ）
」として捉えたいという。それは、

少と１経営体当たりの生産量増加がほぼ見合っている

１つには池田町の取り組みが、決して「古き良き時代

（ただし、価格低迷で生産金額は低迷）のに対して、

への回帰路線」ではなく「未来創造路線」であること

沿岸漁業では（経営体数の減少にもかかわらず）１経

である。池田町を有名にした１人である日本経済新聞

営体当たりの生産量が横ばいにとどまっており、必ず

の鈴木純一氏は池田町を「日本のブータンの予感」と

しも残存経営体の生産増加に結び付いていないことを

評したが、氏は、それは違うと言い切る。ブータンが

指摘した。

農薬・化学肥料農業など近代化をまったく経験してい

つまり、沿岸漁業においては、１経営体当たりの本

ないのに対して、池田町はそれらを十二分に経験した

来の資源配分が増えているにもかかわらず、高齢化に

後で現在の道を選択しているからである。もう１つは、

よる意欲減少や漁村人口減少による陸上作業者難、燃

「地元民による地元資源を生かした地元民のための産

油高騰・価格低迷などの要因によって生産量が抑制さ

業振興」であることである。過疎化に対抗していくた

れている。このため今後の方向性としては、残存経営

めに池田町も強い産業振興を目指しているが、それは

体の資源配分増大を生産金額の増加に結び付けるべく、

外部資本に依存し経済効率を優先させ、 農村地域社

漁場利用制度や漁法、 経営、 担い手などを漁村の状

会や環境保全を蔑ろにするグローバリゼーションの流

況に応じて柔軟に見直していくことが重要であり、 漁

れとは根本的に異なると指摘する。

協の役割はこれまで以上に大きくなってきていると指

ないがし

（東京海洋大学准
報告６．
「離島における地域づくり」
教授：工藤 貴史 氏）

摘する。
----------------------------------------------------------------------------いずれの報告も「これからの『地域づくり』
」のテー

工藤氏からは、離島における地域づくりの方向性と

マにふさわしい素晴らしい内容で、とても勉強になり

して漁業による地域づくりと漁協の役割について報告

ました。 特に大森氏の “補完性の原理 ” や守友氏の

があった。氏は、まず離島の経済について基幹産業で

LEADERプログラムの考察はそのまま協同組合の運営

ある「漁業生産の減少」に直面している一方、財政難

にも通じる考えであり、 深く考えさせられました。 事

による「公共事業の縮小」や「観光業の衰退（＝勝ち

例研究も新たな地域づくりの可能性を感じさせる力強

負けが鮮明化しており大半の離島は負け組 ）
」 にも直

い内容ばかりで、あらためて地方の底力を感じていま

面していると指摘。

す。ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）や道州

離島においては、もはや産業高次化による持続可能

制など地方に逆風の話題も多いですが、地域の農林水

性ある社会の構築は展望しがたく、今後の地域づくり

産業と暮らしを守るため、 協同組合としてもっと積極

においても漁業の維持発展が最重要課題になるという。

的に役割発揮をしていかなければと思いました。

その上で、これまでの漁業論では「資源の再生産（適
切な資源管理 ）
」 や「市場条件の改善（ブランド化、
６次産業化、所得補償）
」に力点が置かれてきたが、
今後は「漁村社会の再生産」
、つまり、少子高齢化な
どで減少してくる労働力構成に応じた生産活動の再編
成によって漁業生産を維持することに力点を置くべき
だと主張した。
その論拠として漁業生産量（養殖を含む）の種類別
推移を挙げ、足元の減少は沖合漁業の減少、とりわけ

【協同組合】ＪＣ総研 第26回・第27回公開研究会（記録） ＪＣ総研レポート／2013年 冬／VOL.28

55

ＪＣ総研 経営相談部● 人事コンサルチーム

女性の能力発揮とワーク・ライフ・バランス施策
今年も10月１日に多くの企業で「内定式 」なるイ

担わないといけないし、肩代わりする仕事の配分や

ベントが開催され、 過酷な就活を勝ち抜き、 リク

結果に対する評価が確立されている、とはいえない

ルートスーツに身を固めた来年度の採用内定者を見

からだ。また、休職者は「休職明け」に対する仕事

かけた。本稿では彼らも必ず直面する、女性労働者

への不安「以前と同じように職場からの期待に応え

の就業と結婚・出産・育児を考えてみたい。

られるか、30代の中堅として責任を果たせるか」を

大卒新人が３年もたつと、25歳。仕事の知識が豊

抱える。これらの大きな不安はそう簡単にはぬぐい

富になり、スキルアップもして、後輩からも「頼り

切れない。それまで、職場で男性と肩を並べて「頑

になる先輩 」 に近づいている。 職場の評価も高ま

張ってきた」 自分を自分だけがよく知っているから

り、仕事が楽しくなる。
「この職場に入ってよかった

である。自分は頑張れるけど、子どもは１人では頑

な」と小さな満足を感じる。一方で、そろそろ結婚

張れない。親が面倒見ないといけない。葛藤の末退

を意識し始めてもおかしくない年齢である。

職。日本ではこの段階で62％が退職する注１）。

日本の平均初婚年齢は、2011年は夫30.7歳、 妻
29.0歳注１）となっていて、就職して７年目から８年目
にあたる。このころ、女性は、仕事と結婚生活につ
いて最初の決断を迫られる。すなわち、結婚しても
「自分は働く」 か「自分は仕事をやめる」 かの選択

「末っ子の妊娠・出産を機に退職した女性正規社
員の退職理由」は以下注１）。
①「家事・育児に専念するため、自発的に辞めた」
（34.5％）
（26.1％）
②「就業時間が長い、勤務時間が不規則」

である。

（21.2％）
③「勤務先の両立支援制度が不十分だった」
結婚後仕事を続けた場合でも、１年後に今度は２

④「体調不良などで両立が難しかった」
（15.2％）

回目の大きな選択を迫られる。出産と仕事の両立の

（13.9％）
⑤「解雇された、もしくは退職勧奨された」

問題である（2011年の第１子出産時の女性の平均年
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「仕事を続けるか、
齢は30.1歳、第2子32.0歳）注１）。

実際の女性の意識は「子供ができても職業を続け

やめるか」この段階の選択も非常に重い。単に「個

る方がいい（45.9％）注２）」で、結果的に「心ならず

人の家庭にとって」だけでなく、これまで勤務でき

も退職してしまった」女性は少なくない。

ていた「企業にとって優秀な人材をみすみす失う」

一方、夫はどうしているか。妻が出産のころの夫

ことにもなるからである。 しかし、 多くの企業で

（第１子32.1歳、第２子33.8歳）注１）は職場では働き盛

は、
「出産と仕事の両立は、個人の問題 」の認識が

り、職場の中心選手で、昇進スピード競争の真った

強く十分な支援ができていない。

だ中である。
「できる人に仕事は集まる」ものでもあ

まず、産休や育休を取る「当たり前感」が職場に

り、
「５人に１人は週60時間以上の労働」注３）をして

よって違う。人手不足などで仕事に追われるような

いる。このようななかで、妻の期待に合致した「家

職場では周りの目も厳しい。休職中の仕事は誰かが

庭内の仕事分担」もできる夫がどのくらいいるのだ
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ろうか。調査では、６歳未満の子を持つ夫婦で、夫

調査から見ると、
「ズレ」を感じる。企業も、若い夫

も妻も有業の場合の夫の1日の育児関連時間は、30

婦をもっと就労という観点から「支援 」 してほし

分にしかすぎない注３）。

い。例えば、労働時間（量）と労働内容（質）と対
価を職員側でも選択できる多様な働き方とその働き

夫婦どちらかの実家と夫婦の住居が近い場合（ま

方を行き来できる仕組みを構築する。うまく運用で

たは同居）では、子どもが出来ても「自分たち夫婦

きれば、優秀な人材の流出の防止も期待できるだろ

がやりきれない分は親（子どもにとっての祖父、 祖

う。また、働くモチベーション（ロイヤリティー）の

母）の助けを借りる」ことができる地域も多い。し

維持も可能であろう。さらに、高齢者引退へのソフ

かし、今後ＪＡでも「ＪＡ域が県域 」に近づくと、

トランディングとしての活用も視野に入ってくる。

職員の住居や実家から近い勤務地への人事異動が

「働きたいが、 今の職場や仕事を考えるとやむを

ずっと可能なのだろうか。これまで記した話は、い

得ず退職」をもっと減らし、
「就業の継続化」も目指

つまでも「うちの職場には関係ない話」なのか。

すときではないか。いい人材は「いい組織」に集ま
るものである。

さて、退職から10年あまり後の妻が45歳ころ、第
２子が中学生になったときに再就職しようと考える
かもしれない。 子どもが中学生ともなると、進学資
金の大きさにあらためて驚くからである。

【参考資料】
注１）厚生労働省「人口動態統計」
注2）内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査 」2009年10月
調査

参考までに筆者自身が大学を受験した昭和の時代
と、筆者の長男が大学を受験した平成の世を比較す

注3）厚生労働省「平成23年版 働く女性の実情」
注4）文部科学省「国立大学と私立大学の授業料等の推移 」
、同「私
立大学等の平成22年度入学者に係る学生納付金等調査結果につい

ると下表のとおりである。昭和のころは、国立大学

て」
、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
、産労総合研究所「2012

の年間の授業料は「大卒初任給程度 」 の認識でよ

年決定初任給調査」

かった。だから、子どもの学費は、まだ「なんとか
なった」
。しかし、平成の世ではそうはいかない。現
在「国立大学授業料 」 並みの約50万円の初任給を
出す企業がどれほどあるだろうか。 私立大学では
もっと大変なことになる。 教育のコストは賃金上昇
のスピードをはるかに超えている注４）。さあ、どうす
る？

1977
（昭和
52）
年
現在

国立大学 授業料

私立大学 授業料

96,000

248,066

大卒 初任給
101,000（男性）
95,300
（女性）

535,800
（2005年度）

858,265
（2010年度）

203,362
（2012年度）

これから夫だけの賃金で暮らせるのだろうか。
「あのとき妻が退職していなかったら」 にならない
か。また、企業にとっての最大の競争力は「優秀な
人材の確保と育成」ではなかったか。しかし、各種
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2013年度「アメリカ情報システムセミナー」の実施
について
（報告）
ＪＣ総研 経営相談部
ＪＣ総研は、2013年度「アメリカ情報システムセ

カ社（以上 2 社はサンフランシスコ）、ＩＢＭ社

ミナー」について、2013年10月1日～ 10日の10日間、

（ニューヨーク）において最新情報システムの経営戦

会員団体である各県ＪＡ情報センター・ＪＡ電算セ

略動向・ネットワークテクノロジーなどの研修を実

ンター、県連、全国連などから19人の参加者により

施しました。シスコシステムズ社においては、情報

実施し、所期の研修成果を挙げて帰国しました。

システムの経営戦略、ネットワークソリューションな

このセミナーは、1976（昭和51）年にＪＡ全中、

どにかかるＩＴ技術動向の講義やネットワーク機器

（社）農協電算機研究センターが実施以来、
（社）Ｊ

の実演解説などが行われました。富士通アメリカ社

Ａシステム開発センタ ー、
（社 ）ＪＡ総合研究所、

においては、富士通アメリカの担当講師から、アメ

（一社）ＪＣ総研において継続的に実施されているＪ

リカにおけるクラウドビジネスの取り組みなど、 最

Ａグループで唯一の海外情報システムセミナーで、

新情報システム技術動向などの講義が行われ、参加

現在は、 年１回アメリカ情報システムセミナ ーとし

者からは質問が次々に出され熱心な質疑応答が行わ

て実施しています。

れました。研修終了後は富士通アメリカの講師の皆
さんと昼食を共にし、シリコンバレーの最新事情な

１．セミナーの目的

ど、興味深い話で歓談することができました。さら

世界の最先端を行くアメリカのＩＴ関連企業を訪

に、ＩＢＭ社においては、経営戦略担当の講師など

問し、ＩＴ先端技術の最新動向とその活用実態につ

から、 ＩＢＭグル ー プの最新情報システム経営戦

いて研修するとともに、アメリカの農業生産・流通

略、スマーター・プラネット、スマーター・コマース

現場の視察を通じて、わが国農業との違いなどを学

などの最新情報システム技術を活用した、さまざま

習、体得することで、今後の情報システム活用のた

な都市の改革実践事例や顧客起点の新商取引実践

めの視野を広げ、新たな着想力、創造力の向上に資

事例などを紹介しながら講義が行われました。

することです。

また、サンフランシスコ、ニューヨーク、ボストン
においては、ＪＡグループの研修としては欠かせな

２．研修参加者

い、ＣＳＡ農家などの農家農場研修や米国全農組貿

19人（各県のＪＡ情報センタ ー・ ＪＡ電算セン

（ＺＵＣ）でのアメリカ最新農業情勢研修なども実施

ター、中央会、信連、全農、全共連の県・全国連団

しました。特に米国全農組貿では、末原社長からＴ

体、ＪＡグループ関連団体の役職員）

ＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の最新動向
などを含め調査報告書などにより詳細な講義があ

３．主な研修内容

り、参加者から積極的な質疑応答が行われました。

2013年度は、シスコシステムズ社、富士通アメリ
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2013年度「アメリカ情報システムセミナー」日程表
日次

月日（曜）

発着地／滞在地

発着

スケジュール

01

10/1（火） 羽田

21:00

集合、搭乗手続き、オリエンテーション

02
01

10/2（水） 羽田空港
10/1（火） サンフランシスコ空港

00:05
17:20

サンフランシスコへ
到着後、ホテルへ

02

10/2（水） サンフランシスコ
ナパ
サンフランシスコ

午前
午後

①ＣＳＡ農家「Capay Organic Farm」研修
②「Frog s Leap」農家農場研修
（サンフランシスコ泊）

03

10/3（木） サンフランシスコ

終日

③「Cisco Systems社」1日研修（サンフランシスコ泊）

04

10/4（金） サンフランシスコ

午前
午後

④「富士通アメリカ社」研修
⑤「Computer History Museum」研修（サンフランシスコ泊）

05

10/5（土） サンフランシスコ空港
ＪＦＫ空港

12:15
21:00

（機中泊）
（サンフランシスコ泊）

空路にてニューヨークへ
到着後、ホテルへ

（ニューヨーク泊）

06

10/6（日） ニューヨーク

終日

資料整理など

（ニューヨーク泊）

07

10/7（月） ニューヨーク

終日

⑥「ＩＢＭ社」1日研修

（ニューヨーク泊）

08

10/8（火） ニューヨーク
ノーウォーク
ボストン

午前
午後

⑦「米国全農組貿（ＺＵＣ）」研修
⑧「Stew Leonard s」大規模店舗研修
（ボストン泊）

09

10/9（水） ボストン空港

13:10

空路にて成田へ

15:50

到着後、入国手続きなど

10

10/10（木） 成田空港

（機中泊）
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ＪＣ総研 経営相談部●ファーマーズマーケットチーム

ＪＡファーマーズマーケット・サミット
（ＪＡ農産物直売所経営者セミナー）のご案内
「ファーマーズマーケット戦略研究会」は、2003年６月
に発足して本年度で10年を迎えました。この間、現場の第
一線で奮闘するファーマーズマーケットの店長・担当者が
毎月１回全国から集結し、店舗運営に関する実践的課題に
ついて研究を行い、情報交換により会員間の交流を図ると
ともに、店舗間提携による商談などを行ってまいりました。
現在、会員店舗は41ＪＡ（47店舗 ）が加盟し、年間販
売額は約340億円（2012年度）
、年間利用客数は約1700万
人（同年度 ）となり、各店舗とも地域を代表するＪＡ直営
のファーマーズマーケットに成長しています。
昨今、食品表示の偽装問題を契機として食の安心・安全
に対する関心が高まる他、商系企業や量販店の参入による
直売所の乱立なども含め、ファーマーズマーケットをめぐる
事業環境が変化しており、新たな経営戦略が必要となって
まいりました。特に、後継者の育成や従業員の労務管理、
さらには店舗運営の内部管理体制の強化など、ＪＡ全体で
取り組むべき課題が数多く想定されています。
そこで、同研究会の発足10周年を記念する「ＪＡファー
マーズマーケット・サミット」として、会員ＪＡのトップが
一堂に会し、経営者の立場からの新たな経営戦略の確立に
向けて、 公開シンポジウムならびに現地セミナ ーを開催す
ることといたしました。本行事につきましては、研究会会員
以外のＪＡもご参加いただけますので、ファーマーズマー
ケットを拠点に新たなＪＡの事業展開を考察する機会とし
て、奮ってご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

ＪＡファーマーズマーケット・サミット
（ＪＡ農産物直売所経営者セミナー）日程
○公開シンポジウム（１日目）
１．日時：2014年1月23日（木）13時～ 17時
２．会場：東京都新宿区市谷船河原町11番地
飯田橋レインボービル7階 大会議室
３．内容（予定）
（1）基調報告：
①「ＪＡファーマーズマーケットの長期戦略と最新
動向」ＪＣ総研 特別研究員 山本雅之
②「ＪＡファーマーズマーケットの運営改善のポイ
ント」ＪＣ総研 主任研究員 伊藤 悟
（2）事例報告：ＪＡあいち中央 常務理事 加藤新一氏
（3）パネルディスカッション：
「淘汰の時代におけるＪＡファーマーズマーケット
の新戦略」
＜パネラー＞
ＪＡいわて花巻 常務理事 藤舘政義氏
理
事 高橋テツ氏
ＪＡ千葉みらい 常務理事 伊藤和彦氏
ＪＡあいち中央 常務理事 加藤新一氏
ＪＡ紀の里
常務理事 大原 稔氏
※出席者が変更になる場合があります。
＜コーディネーター＞
ＪＣ総研 特別研究員 山本雅之
※シンポジウム終了後、会場にて交流会を行います
（会員店舗の特産品紹介と抽選会を予定）
。
○現地セミナー（２日目）
１．日時：2014年1月24日（金）9時30分～ 12時30分
２．会場：ＪＡ千葉みらい「しょいか～ご」千葉店
３． 概要： 店舗視察とともに出荷者や従業員との意見交換
会によるセミナーを開催します。
※当日は飯田橋レインボービルを午前8時30分に貸し切り
バスにて出発、視察先に移動。現地セミナー終了後、バス
にて移動しＪＲ東京駅にて解散となります（14時予定）。
○申し込み方法
ＪＣ総研ホームページのＷＥＢ申し込みフォームより申し
込んでください。URL:http://www.jc-so-ken.or.jp/
１．参加費：2万円（1日目のみ参加の場合は1万5000円。
2日目のみの参加は不可）
２．対象者：ＪＡ役員・管理職
３．定員：70人
４．申し込み締め切り日：2014年1月14日（火）
※定員に達し次第締め切りとします。
※戦略研究会会員のＪＡ宛には、 別途案内文書を送付
しております。
お問い合わせ：ＪＣ総研 経営相談部（TEL:03–6280–7360
／担当：安達・伊藤）までお願いいたします。

ＪＡあいち中央「でんまぁと安城西部」
（2013年5月開業）
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ＪＡファーマーズマーケット・サミット（ＪＡ農産物直売所経営者セミナー）のご案内

ＪＡグループ全国機関での役員交代に伴い、
当研究所の役員体制も変更しました

1．役員体制の変更
全国機関での役員交代に伴い、当研究所の役員も、鳥井
一美理事（農林中央金庫）
、柳楽節雄理事（家の光協会）
、
芳賀唯史理事（日本生協連 ） が辞任し、 奥和登理事（農
林中央金庫）
、髙杉昇理事（家の光協会）
、および 和田寿昭
理事（日本生協連）が就任しました。
新たな役員体制は以下のとおりとなりました。

監

事

肱黒 直次
（全森連 代表理事専務、非常勤）

監

事

米本 雅春
（農協観光 常務取締役、非常勤）

監

事

古関 和則
（ＪＦ全漁連 専務理事、非常勤）

2．団体名などの変更
すでにご連絡のとおり、 団体名を社団法人ＪＣ総研か

一般社団法人ＪＣ総研 役員名簿

2013年10月3日

代表理事会長

萬歳 章
（ＪＡ全中 会長、非常勤）

代表理事理事長

土屋 博
（元ＪＡ全中、常勤）

専 務 理 事 越智 正也
（業務執行理事） （元農林中央金庫、常勤）
常 務 理 事 近野 俊幸
（業務執行理事） （ＪＡ全農、常勤）
谷口 肇
（ＪＡ全中 常務理事、非常勤）

理

事

理

吉永 正信
事
（ＪＡ全農 代表理事専務、非常勤）

理

事

島崎 元次
（ＪＡ共済連 常務理事、非常勤）

理

事

奥 和登
（農林中央金庫 専務理事、非常勤）新任

理

事

日向 志郎
（日本農業新聞 代表取締役社長、非常勤）

理

事

髙杉 昇
（家の光協会 常務理事、非常勤）新任

理

和田 寿昭
事
（日本生協連 専務理事、非常勤）新任

理
事 松岡 公明
（業務執行理事） （ＪＡ全中、理事兼務職員）
理
事 水卜 祐之
（業務執行理事） （ＪＡ共済連、理事兼務職員）

ら「一般社団法人ＪＣ総研」に変更し、役員名も理事長
から「代表理事理事長」
、会長から「代表理事会長」に変
更しております。
いただいた各種文書などから見て、まだ十分周知されて
いないようですので、あらためてよろしくお願いします。

３号会員加入のお願い
当研究所の会員は１号会員（ＪＡグループ全国機関
９団体 ）
、２号会員（都道府県農協中央会およびＪＦ
全漁連・全森連・日本生協連 ）
、３号会員（１号・２
号会員以外でこの研究所の目的に賛同する法人、ＪＡ、
県信連、県経済連、電算センター、全国機関の子会
社など）で構成されています。
３号会員にはＪＡグループや協同組合グループの法
人が自由に加入できます。 年会費は１口５万円（ＪＡ
など単協は２万円）で、機関誌『ＪＣ総研レポート』
『協同組合研究誌 にじ』
、および人事労務に関する研
究誌『人事管理REPORT』 の配布、 人事労務に関す
る各種セミナーおよび「協同組合・協同会社職員交流
センター」の参加料割引が受けられます。
このたびの一般社団法人化を機に、広く加入を募集
しておりますので、ご希望の団体は下記までご連絡願
います。

担当部署：企画総務部

TEL：03-6280-7200（代表） FAX：03-3268-8761

【企画総務】役員体制の変更について
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『やり遂げる力の法則』
ひる

～挫けても、怯んでもやり続けるために～
株式会社ビジネスラポール

す ず

き

心理学博士●鈴木

じょう

じ

丈織

《プロフィール》

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。

くじ

農業と関わった多くのビジネス

ほんのちょっと、やる気を起こせば

ス環境に襲われても跳ね返してゴー

パーソンの仕事への取り組み方が、

継続できるのに、中断してしまいま

ルを目指し続けていきます。

自他ともに認識できるくらい変わり

す。そのまま努力をやり続けようと

決してあきらめない姿勢は、周囲

ました。農家の仲間と触れ合い、語

思えば続けられるのに、踏ん張らな

の方々に、静かに確かに浸透してい

り合うことで、各自のビジネス努力

いのです。

くのです。「見せかけのやる気 」 を

に「力強さ」と「粘り強さ」が増し
てきているのです。
実感として認識できる最初の変化
は、
「陽転化 」 です。 気分転換が自
然に気軽にしやすくなったことです。
これが「あきらめない心」の基本

踏ん張れない理由や言い訳は、合

打ち消して「真のやる気」のスイッ

理的です。しかもきちんと整理して

チオンをしています。諦めたら目標

筋道を立ててあります。

には、絶対届きません。しかし、挫

「気 に な っ て 仕 事 が 手 に つ か な

まん しん そう い

けても怯んでも、 満 身 創 痍 だとし

い！」

ても歩み続けることです。必ず目標

「ストレスで頭が働かない！？」

としたゴールに、やがて届きます。

「チ ー ムは１人が欠けても機能し

だと思います。

ない」など、際限なく続きます。
私たちは、常にビジネスの基本か

自分が努力をしなくてもいいよう
に自己説得に一生懸命になっている

ら離れられません。

実存心理は、やり続け、やり遂げ
るまでの「力の法則」を明確にしま
した！

目標達成のために最善策での努力

のです。まるで、中断することしか

をやり遂げなくてはならない、とい

選択肢がないかのようです。それで

う自覚があります。どのような状況

も「残念だ！

変化があったとしても、やり続け、

悔しさを表に出し、繰り返します。

トネリコの木は、家具材として最

やり通す思いを開始からしっかり抱

しかし、それだけのことです。次善

良の木です。ゆっくりゆっくり時間

いています。目標達成こそが、ビジ

策の検討や模索をしようとはしない

を惜しみなくかけて、良い家具にな

ネスの基本だからです。

のです。挫けているだけで、なんら

る最良の材料に育てていくのです。

解決への方法を見いだそうという思

人が人財になっていくのも、良い家

いがないのです。怯んだ自分に気付

具となるために最良の木材に育てる

仕事とは無関係な出来事や、根も

くことさえできないのです。壁が高

のも同じことです。

葉もない噂話に心を奪われてばかり

すぎて、マイナスが強固すぎたので

です。アクシデントが起こったとし

「勇気ある決断で中断をした！」 と

しかし、ビジネス現場で多くの方々
の実際はどうでしょうか？

ても、すぐ周囲に意見を求めれば改

「ＯＫ

ＡＳＨ（良いトネリコの

木）の法則」がそれです。

できるはずだ！」と

豪語するのです。

「ＯＫ

ＡＳＨの法則 」 で「自分

磨き」を実行しましょう！

善策や工夫も分かります。即刻、修
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復できるはずです。ところが、軽度

農業は、その弱さを覆します。農

な失敗なのに挫折してしまいます。

家は、中断を誘うどのようなマイナ
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【Dr.ジョージのメンタル・マネジメント】やり遂げる力の法則

Ｏ（objectives）
：目標、目的を
明確に表すことです。

数値化したり、達成結果を具体的

Ａ（attitude）
：心理的態度です。

にするのです。最終ゴールとなんの

目標に立ち向かう意識であり、困

ためにそれを設定したのかを、はっ

難を克服する意志です。常にビジネ

きりさせるのです。ブレを防ぐだけ

スの場面では、楽観的であり、肯定

でなく、中間目標のサブゴールが自

的であって欲しいものです。「なん

分のペースとリズムで設定できます。

とかなるものさ！

なそうと努力し

アップは望めません。
冒険心と面白さを失敗から見いだ
せるでしょう。
Ｈ（habit）：習慣化です。
あきらめない習慣をつくるのです。

その都度、喜びと次への勇気が得

ているんだから！」「自分が思い付

１人ではなかなか難しいものです。

られます。休みも計画的に取れるよ

き、できる限りの努力をしているん

仲間とともに指摘や評価をし合うの

うになるでしょう。

だから、１㎜くらいの前進はあるは

です。そして、必ずアイデアや方法

ずさ！」程度の前向きさで充分です。

論を展開するのです。経過を見守り

Ｋ（knowledge）
：基礎知識や応
用知識です。

たくま

逞しさと勢いを失うことはなく、

アイデアと激励が絶えないでしょう。

きていくものです。
道が拓かれていく原動力となるの

成功や失敗事例、経験知を含んだ
知恵です。判断基準や発想力、改善

合うことで、必ず努力の習慣化がで

Ｓ（skill）：技術や技量です。

です。

策、改革案への実力発揮となる「個

よりハイレベルを目指して、より

人力」の根底になるものです。原理

効果的に実力発揮する実質的な力で

私たちは、挫けても怯んでも「農

原則や法則は不可欠です。それが、

す。思いを表現しなくては、何も描

の心」に触れて「農の知」を生かそ

可能性を高めて、やる気や継続力を

いていないのと同じです。誤解や錯

うとすることです。その思いだけで、

アップさせていきます。

覚を与えたら、何もしない方がまだ

喜々としてやり遂げるまで、その努

良かったのです。成果を目指して努

力をやり通すでしょう。

「これなら、 できる！」 という希
望が確信できるのです。

力をすれば、それだけ失敗は増える
ものです。やってみなくてはスキル

「農の魂 」 を自らの手と自覚で呼
び起こしましょう！

【Dr.ジョージのメンタル・マネジメント】やり遂げる力の法則
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になり、著者のいとうせいこう氏が、インタビューで執筆にか

がこの本を手に取ったのは、本書がすでにテレビや雑誌で話題

飲んで亡くなった人の苦しみは絶対に絶対に、生きている僕らに理

ランティアの青年に「溺れて水に巻かれて胸をかきむしって海水を

であろうことは想像に難くない。それは、本書のなかに登場するボ

私
けた思いを語るのを見聞きするようになってからのことである。だ

解出来ない。……生きる望みを失う瞬間の本当の恐ろしさ、悲しさ

月 ８ 日 現 在、 東 日 本 大 震 災 の 死 者 １ 万 ５ ８ ８ ３ 人、
日も「生きていく」。

行方不明者２６５１人。彼らの魂に思いを馳せながら、私たちは今

２０１３年

てくれているような、心強い気持ちにならないだろうか。

う考えれば、今まで失ってきた大切な人たちが、私たちに力を貸し

しめあって」
「 一 緒 に 未 来 を 作 る 」 と い う 世 界 が 広 が っ て い る。 そ

とした境界はなく、著者の言葉を借りるならば「死者と生者が抱き

私たち自身なのである。そこにはもはや「生」と「死」のはっきり

を沿わせる私たちである。そしてＤＪもまた、いつか天へ召される

ま れ る リ ス ナ ー た ち よ 」。 リ ス ナ ー と は 死 者 の 魂 で あ り、 そ こ に 心

その声に必ず耳を澄まして欲しい、リスナーたちよ。また新たに生

でしょう。僕だっていつでも戻ってくる。語りかけるし、話を聴く。

い に 自 分 の 番 組 を オ ン エ ア し て る。 彼 ら は ゴ キ ゲ ン な 放 送 を 続 け る

る。……いや、今この時もすでに無数のＤＪたちがやかましいくら

「今日も明日も想像を求める新しいＤＪが次々と世界にあらわれ

が印象的だ。

ら、華々しくあの世へと旅立っていく。そこで彼が語る別れの挨拶

物 語 の 最 後 に、 Ｄ Ｊ ア ー ク は た く さ ん の リ ス ナ ー に 見 送 ら れ な が

放送するのか、その理由も浮かび上がる。

うな気がした。そしてそこに、なぜＤＪアークが「想像ラジオ」を

「 死 」 と ど う 向 き 合 え ば い い の か、 そ の 答 え の １ つ が 見 え て き た よ

と い う 決 意 に も 似 た 言 葉 か ら、 今 ま で 目 を 背 け て い た 犠 牲 者 た ち の

歩 く 」 こ と で あ る。
「死者と共にこの国を作り直して行くしかない」

声 に 時 間 を か け て 耳 を 傾 け て 悲 し ん で 悼 ん で、 同 時 に 少 し ず つ 前 に

はないか、ということも本書は示唆する。それは「亡くなった人の

し か し、 だ か ら こ そ 生 き て い る 私 た ち が な す べ き こ と が あ る の で

でも分かる。

なんか絶対にわかるわけがない」と、強い台詞で語らせていること

せりふ

から、もし何も知らずに読んでいたらどのような感想を持ったかは、

の東日

自 分 で も 想 像 で き な い。 し か し き っ と、 今 感 じ て い る よ り も、 ず っ
と 大 き な 衝 撃 を 受 け た に 違 い な い。 な ぜ な ら、 本 書 は ３・
本大震災で命を落とした人たちを主人公に、その死を真っ向から捉
えた、驚くべき小説であるからだ。

河出書房新社

いとうせいこう＝著

『想像ラジオ』

「生きること」と「死ぬこと」に
向き合う
（201３年３月）

え
り
が わ

お

津波で高い木のてっぺんに引っ掛かった「ＤＪアーク」は、電波
ではなく想像力でつながるラジオ放送「想像ラジオ」を木の上から
発信し始める。リスナーは震災で犠牲になった人たちの魂だ。上も
下も分からない暗い水の底で、あるいは、閉じ込められたホテルの
フロアで、リスナーたちはＤＪアークの軽快なおしゃべりに熱心に
耳 を 傾 け、 時 に は 番 組 に 参 加 し な が ら、 自 分 の 死 を 受 け 止 め、 い つ
しかこの世に別れを告げる。そこにはあっけらかんとした明るさと
深い静けさが残される。
そして、ＤＪアークもまた、津波で命を落とした犠牲者の１人で
あ る。 彼 は 木 の 上 か ら「 想 像 ラ ジ オ 」 を 発 信 し、 リ ス ナ ー た ち か ら
情報を得るなかで、うすうす感じていた「自分は死んでいる」とい
う事実を静かに受け入れていく。人が死んでいくその刹那、この世
と あ の 世 の 境 目 で、 生 き て き た 自 分 の 物 語 を 紡 ぐ も の、 そ れ が「 想
像ラジオ」なのだ。
し か し、 自 分 の 死 を 知 っ て も な お、 Ｄ Ｊ ア ー ク は 放 送 を 続 け る。
そ れ は、 旅 立 つ 前 に ど う し て も「 聴 き た い 」 も の が あ っ た か ら だ。
それは残してきた家族の心の声である。彼はその大切な声を「聴く」
ことができるのだろうか……。
東 日 本 大 震 災 で は、 多 く の 人 た ち が 命 を 落 と し た。 し か し、 被 災
地から遠い地で暮らす私にとって、亡くなった人たちや残された家
どうこく

族の 慟哭は到底想像することなどできず、むしろそんな私が、そこ
ぼうとく

にある苦しみや悲しみをしたり顔で語ることは彼らへの 冒涜である
とさえ考えていた。その思いは今も消えることはない。
だから、著者が迷いながらも万感の思いを込めて本書を執筆した

【この本が好き】
「生きること」
と
「死ぬこと」に向き合う
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今号より編集のお手伝いをさせていただいています、編集スタッフの加藤文英です。30年以上編集者・記者を
してきましたが、
『ＪＣ総研レポート』の制作は「そうか、そうだったのか」
「なるほど」といった発見の連続でとて
も刺激的です。同時に駆け出し記者のころ、取材対象を多面的に見て記事を書くようにと先輩たちから教えられた
ことが蘇ってきました。それを気付かせてくれたのが巻頭言「今だけ、金だけ、自分だけ」
。企業向けに発信する広
報誌やＰＲ誌、販売・導入事例集の企画・制作に携わっていた約10年の間、無意識のうちに「今だけ、金だけ、
自分だけ」の立ち位置でビジネスの勧めを発信し続けました。何か違う、どこかヘンと思いつつも、仕事だからと
盲進するように一面だけを捉えて押しまくったのです。クライアントから評価されても晴れやかさや達成感は希薄
でした。その仕事から離れて１年、感じていた違和感への解答に出会えた、そんな気がしたのでした。
本誌は、大手メディアが発信するステレオタイプの情報とは一線を画し、農業、農村の今がさまざまな側面から
見えてきます。メディアの現場にいる人たちにとってこうした情報は価値ある「ネタ」
。もちろん、本来の目的はネ
タの提供ではありませんが、
「農」に関心を持った多くの方たちに読んでいただき、ご自身が携わるメディアで本誌
をヒントに食料、農業、農村について発信してもらえたらと願っています。
（編集スタッフ 加藤文英）



☃ ☃☃☃☃ ☃☃☃ ☃☃☃☃☃ ☃☃☃☃☃ ☃☃☃ ☃☃☃☃ ☃☃☃☃☃ ☃☃☃ ☃☃☃☃☃☃ ☃
今号より編集部に新たなメンバーが加わってくださった。それに伴いデータのやりとりの方法や役割分担なども
見直し、作業の効率化を進めることができた。私は創刊から約７年、本誌の編集に携わってきたが、外部スタッフ
の皆さんが「よい物をつくろう」という共通の思いを持って、それぞれプロのお立場から本誌を支えてくださって
いることに、大きな喜びと心からの感謝の気持ちを感じている。また私事ではあるが、秋ごろに右腕を傷めてしま
い、痛みを抱えながらの編集作業となってしまった。しかし、編集部の力の結集により無事今号を発行することが
でき、チームで１つの物をつくり上げる喜びを実感した。それはとてもありがたいことだとしみじみ思う。
さて、2013年もあとわずか。この季節になるとテレビや雑誌などで必ず取り上げられるのが「今年のなんでもラ
ンキング」である。この「編集後記」で提供できる面白ネタがまったく浮かばず頭を抱えていたところ、隣の部の
マネージャーが「2013年ランキング」の一覧表を持ってきてくださった。ありがたや。しかし、それにしてもいろ
んなランキングがあるものだ。例えば「言葉」だけをとってみても、おなじみの「新語・流行語大賞」から「ママ
流行語ランキング」
「アニメ流行語大賞」など分野ごとにランキングが出されていることには驚いた。自分でもあき
れてしまったのが、上位にランクインしているにもかかわらず、まったく知らない言葉や物が実に多いことである。
「新語・流行語大賞」でも、大賞の４語はさすがに分かったが、候補の段階では、見たことも聞いたこともない言葉
がいくつも並び、2013年が終わろうとしている今になって初めて知る始末だ。腕が痛くて本や雑誌が読めなかった
んだもん、と悲しい言い訳をしつつ、来年はせめて世間のトレンドをウオッチできる余裕を持ちたいなと、痛む腕
をさすりながら寂しく誓う年の瀬である。
（基礎研究部 主任研究員 小川理恵〈編集総括〉
）
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