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第０節 強い農業 

日本の食料自給率が 40％であることに不安を感じている人は多いようだ。政府は 2020 年に自給率を 50％にする目標をかかげ、農水省が
FOOD ACTION NIPPON(食料自給率向上に向けた国民運動)なるキャンペーンを張っている。 

（これは 2010 年出版の本書の記述ですが、現在の状況はわかりません。 前田） 
しかしながら、結論を先に言えば、日本農業の振興のために、食料自給率を上げる必要はない。というよりも、「食料自給率は上げられな

い」といった方が正しいのだが。 
日本農業の振興は、日本の農産物が外国産のものと市場で戦えるようになることだと考えている。 

 

第 1 節 世界の中の日本農業 

 外国産と戦うには、まず、価格競争力を知る必要がある。別紙の表１を見てほしい。国産は高いと思われがちだが、品目によってはそれほ
ど悪くない勝負をしている。広い土地が必要な穀物(＋大豆)は不利だが、野菜と牛肉を除く畜産は希望が持てる。 
 
 人口と国土の大きさは、食料自給率に大いに関係がある。表２に主要国の人口、国土、人口密度、穀物自給率を示した。この８カ国を選ん
だ理由は、以下の通りである。 
 １）アメリカは世界最大の穀物輸出国である。 
 ２）イギリスとフランスは国土の大きさが日本とよく似た先進国である。 
 ３）中国とインドは人口大国であり、その動向が世界の食料需給にも大きな影響を与える可能性がある。 
 ４）タイは日本と同様にコメを主食としており、日本との経済、文化面での交流も深い。 
 ５）オランダは国土が狭く人口密度が高いにもかかわらず、農産物の純輸出額(輸出額―輸入額)が世界最大である。 
   日本とよく似た条件にありながら、強い農業を有している。 
 ８か国の人口の合計は約 32 憶人(2008 年)にもなり、世界の 47%を占める。これらの国から世界の状況を窺えるだろう。 
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 中国とインドの人口は桁外れに多い。両国で 25 億人になり、世界人口の約 3 分の 1 である。 
 両国に次いで人口の多いのはアメリカである。日本の人口は、イギリス、フランス、タイの約 2 倍、オランダの約８倍である。 
 国土の広さでは、中国とアメリカが大きく、インドは両国の３分の１弱である。これらに比べれば他の国は狭い。その中で、フランスとタ
イは比較的広く、それに日本、イギリスが続く。イギリスはフランスの半分弱である。オランダは日本の 10 分の１である。 
 穀物自給率を見ると、オランダと日本が極端に低く、イギリスが 100％を割っている。フランス、タイ、アメリカは穀物輸出国である。ア
メリカは年間 9300 万トン、フランスは 2300 万トンを輸出している。日本の自給率は 32％と低く、2500 万トンを輸入している。オランダの
自給率は日本よりも低く、950 万トンを輸入している。 
 人口密度はオランダが最も高い。インドが日本より高いのに驚く。イギリスも日本ほどではないが高い。自給率の低い国は人口密度が高い。
しかし、インドの自給率を同じように説明することはできない。 
 
 国土の全てで食物が生産できるわけではない。表３に各国の農地面積を示した。国の人口を農地面積で割って、農地１ha が養う人数を扶
養人口とした。これで見ると自給率で争える国はオランダしかいない。日本の自給率を上げようとするのは簡単ではなかろう。 
 

第２節 日本の食料事情の変遷 

 1600 年、関ケ原の戦いに勝利して徳川氏が覇権を手にした年 
   日本の人口 1200 万人～1500 万人 
   農地面積   300 万 ha 
   １ha 当たり  4 人～５人  現在のフランスやタイより多い 
 
 農民は大家族制で当主の下で共同生活をしていた。労働の成果は長男か長男の息子に帰属してしまう。 
 一方、戦がなくなり、領地を増やせなくなった大名たちは新田開発に励んだ。次男、三男が新田開発に参加し、得られた農地の耕作に従事
するようになると、分家が進み、小家族制に移行していった。次男、三男の労働意欲が高まり、全体の生産性が向上した。 
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 100 年後の 1700 年には、日本の人口は 2 倍の 3000 万人になった。以後、幕末まで人口は増えていないようだ。 
  
 明治になると農地面積の調査が行われ、明治 7 年(1874 年)には、 
    水田 265 万 ha 
    畑地 190 万 ha 
    計  455 万 ha 
であった。江戸時代中期の農地面積もこの程度だったとすれば、農地１ha で約 7 人を扶養していたことになる。これは現在のインド並みで
ある。インドは年間 1442 万トンの窒素肥料を使用している。江戸時代の日本でこれほどの人口を養えたのは、「水稲」が優れた作物だったか
らだ。水稲は連作ができる。平均単収は１町で 10 石(1.5 トン/ha)、当時のフランスの小麦は単収が 0.8 トン/ha 程度なので、コメの優秀さ
が分かる。小麦は連作障害のため畑の 3 分の１しか使えないから、コメの単収は小麦の約６倍になる。 
 
 外圧に押されて開国し、その流れで徳川幕府を倒して成立した明治政府は、「富国強兵」を目指した。富国のためには労働力、強兵には兵
隊が必要だ。産めよ、増やせよ、の風潮に乗って人口が急増した。 
 明治政府は増産に躍起となった。札幌農学校を作り、北海道の開拓を進めた。駒場農学校もでき、農法や品種改良など農業技術の改良に努
力を注いだ。西欧からお抱え技師を招き、開墾の技術の習得に励み、明治時代に約 80 万 ha の農地を増やした。日本の農地が大きく増えたの
は、奈良時代、江戸時代初期、明治時代の 3 つの時期と言われている。 
 しかし、人口の急増には追い付かない。 
    1870 年  3400 万人  明治初年 
    1910 年  5000 万人  大正初期 
    1940 年  7000 万人 
    1967 年  10000 万人 
    2005 年  12800 万人 
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 この時期にフランスやイギリスも人口は増えたが 2 倍程度で、日本の 4 倍は桁違いである。明治時代にベトナム、タイ、中国から
コメの輸入が始まった。朝鮮半島から満州に侵略、さらには中国、東南アジアへと進出したのには、国内では食べさせられないこと
も要因だったのではないか。 

 
 太平洋戦争の後も人口増加は止まらない。増えた人々のために、食糧を供給すること以外に住居が必要になった。農地が住宅地に転用され、
農地が減った。住宅以外に、道路、工場用地なども増え、1961 年に 609 万 ha と史上最大を記録した農地は、467 万 ha(2007 年)にまで減少
している。食糧の自給はさらに困難になった。 
 

第３節 食料自給率が下がると、「日本」は飢えるか 

 日本が食料を輸入できなくなり、飢える可能性はあるか、を考えてみよう。食料を輸入できなくなる事態として、次の５つのケースを想定
する。 
【１】世界食料危機が発生する。それにより、世界中で食料が不足し、日本は輸入したくとも輸入できなくなる。 
【２】食料危機が発生するには至らなくても、食料輸出国で食料が不足気味になり、国内への供給を優先するために、日本には売ってくれな

くなる。 
【３】政治的な理由で日本への食料輸出を拒む。禁輸をちらつかせることによって、日本に政治的な譲歩を迫る。 
【４】日本の経済が疲弊し、食料を輸入したくても、お金がなくなり輸入できなくなる。 
【５】戦乱により海上封鎖され、食料が輸入できなくなる。 
 この一つ一つについて、それが生じる可能性がどれほどあるか、考えてみよう。 
 
【１】の世界食料危機であるが、そのようなことが生ずる可能性は極めて低い。その理由は、第一に、化学肥料を大量に使えるようになり、

世界の穀物生産量が大幅に増加したことにある。20 世紀の後半から、世界の食料生産は過剰気味になっている。その結果、世界中に
休耕地がある。とくにアメリカやロシアに多い。またブラジルなどで大量に生産されるようになった大豆が、家畜飼料として用いられ
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るようになったことも、穀物の過剰に拍車をかけている。一方で、21 世紀に入ってから、世界の人口の増加速度が鈍化している。世
界人口は 2050 年に 91 億人になり、それ以降は大きく増えることはないと考えられている。現在の人口は 69 億であるから、1.3 倍に
なるだけなので、今後の人口増加に食料生産が追いつくことは、難しいことではない。 
 これが、世界規模の食料危機が起きないと考える最大の理由である。 
 

【２】の食料輸出国で食料が不足気味になり、食料を売ってくれなくなる、について考えよう。 
日本は、主にアメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジルから食料を輸入している。これらの国の穀物自給率は、アメリカが 129％、
カナダが 149％、オーストラリアが 391%となっている。また、ブラジルの大豆の自給率は 161%である(全部 2004 年の FAO データ)。
よほどの不作でなければ、輸出が止まることはあるまい。 
 ただ、世界中の食料価格が高騰した 2006 年から 2008 年にかけて、世界のいくつかの国で食料の禁輸が行われている。農水省はそ
れ見たことかと、そのことを大々的に宣伝したが、日本が食料を大量に輸入している国では、ブラジルがコメの輸出を禁じたくらい
である。コメの禁輸は日本には影響がなかった。この食料危機で、食料の輸出を禁止したブラジル以外の国は、アジアではインド、
パキスタン、インドネシア、バングラデシュ、ネパールである。アフリカではエジプト、タンザニア、南米ではアルゼンチン、ボリ
ビア、東欧、旧ソ連圏ではセルビア、カザフスタンである。 
 これだけ国名が並ぶと、多くの国が禁輸をしたように見えるが、アルゼンチン以外は食料を大量に輸出している国ではない。実質
的に日本に影響はなかった。禁輸の理由は、国内の価格が国際価格並みになっては困るからである。輸出しない国では禁輸は問題に
ならなかった。 
 ただし、アルゼンチンでは大きな政治問題になった。アルゼンチンの穀物自給率は 284%(2004 年)にもなっており、21 世紀に入っ
てからは、毎年 2000 万トン前後を輸出している。貧しい階層を支持基盤とする政府は、小麦などの価格が高騰して支持層が不満を持
つことを恐れたのである。農民、特に大規模な農民や商社は大いに不満であった。国際価格は数倍にもなったのだから、輸出すれば
大儲けができた。そこから税をとって、国内の価格高騰に対処する方法があっただろうが、アルゼンチン政府は禁輸を続けた。大儲
けのチャンスは失われた。 
 1973 年にアメリカが大豆の禁輸をしたことがある。1972 年までは 126 ドル/トンだった大豆の輸出価格が、73 年には 216 ドルに
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急上昇したのに対する処置だった。大豆の搾りかすが牛の飼料となるので、牛肉の価格が上がるのを嫌ったのである。しかし、アメ
リカ政府はアルゼンチンとは違い、1973 年 6 月 27 日開始した禁輸を 9 月 7 日には解除している。アメリカはチャンスを逃さなかっ
た。 
 ほぼすべての大豆をアメリカから輸入していた日本は一時的にパニック状態に陥った。比較的短期間で解除されたとは言うものの、
味噌、醤油、豆腐、納豆のない生活を強いられそうになった日本は、輸入元を分散することになった。アメリカは客の信頼を失った
のだ。以後アメリカは禁輸を行っていない。 

 
【３】政治的な理由で日本への食料輸出を拒む。の政治的な理由での禁輸処置、について考えてみよう。 

実は、アメリカが特定の国に対して、政治的な理由で食料の禁輸措置に出たことがある。1979 年 12 月にソ連がアフガニスタンに侵
攻したのに激怒したアメリカのカーター大統領は、1980 年 1 月ソ連への穀物輸出をストップさせたのだ。しかし、結果はソ連が他の
国から買い付けただけに終わった。この措置はアメリカの農家や穀物輸出商社の不満を招き、大統領選挙で、禁輸措置の解除を公約し
たレーガン候補に敗れた要因の一つになった。兵糧攻めは成功しなかった。 

政治的理由による食糧禁輸は、効果が疑問であり、禁止した側にも不利益が大きい。 
 
【４】日本の経済が疲弊し、お金がなくなり食料を輸入できなくなる、はどうだろうか。 

表５a によると、食料品の輸入額は５億～８億で、輸入総額の１割程度である。食料品の中では水産物と肉類が 40～50％を占めてい
る。なかでも水産物が多い。2009 年の輸入額は１兆 2063 億円で、内訳は、エビが 1720 億円、カツオ・マグロが 1868 億円、などと
なっている(農水省調べ)。肉類も多い。2009 年は 8939 億円である。ＦＡＯデータには、農産物の輸入額の詳細なデータがある。金額
はドルで記載されているので、1 ドル 100 円で換算して記述する。金額の大きいものから、 

 トウモロコシ 3840 億円 
 タバコ  2970 億円 
 天然ゴム 1770 億円 
 大豆  1660 億円 
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 小麦  1630 億円 
 ワイン  1240 億円 
 コーヒー  998 億円 
 菜種   958 億円 
 チーズ   807 億円 
   などとなっている。トウモロコシ、大豆、小麦の合計は 7130 億円であるが、輸入総額の約１％にすぎない。生きていくために欠かせ

ないこれらを輸入することもできないほど、貧しくなっているのであれば、日本の社会はすでに崩壊していると思われる。食料自給率
を考えるような事態ではないだろう。 

 
【５】戦乱により海上封鎖され、食料が輸入できなくなる。 
    このような非常事態に陥ったとき、自給率が 40％でも 50％でも大差はない。このようなことにならないために政府のすべきことは

別にあるだろう。 
 

第４節 食料自給率を上げることは可能か。 

食料自給率を上げることを考えるのだが、その前に食料自給率を定義する必要がある。 
一般に使用されている重量ベースの自給率では、たとえば牛肉であれば、国内で育てた牛の肉は国産と勘定する。しかし、日本ではカロ 
リーベースの自給率を用いている。牛肉から得られる熱量(カロリー)のうちどれだけが国産かを考えるのである。牛肉の熱量は飼料から 
得られたものであるから、放牧や国産の飼料から得られた熱量は国産、輸入した飼料から得られた熱量は国産ではない、と勘定する。 

 表６a、表６b は 2005 年のデータで計算したものである。重量ベースでは 52.5％だが、カロリーベースでは畜産と植物油の自給率が低く 
なって、40.9％になっている。 

品目別カロリーベースの自給率＝【A】品目別重量ベースの自給率×【B】原料(飼料)自給率×【C】比重 
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 表８a、表８b は 1961 年の自給率の表である。安保闘争が終わり、首相が岸信介から池田勇人に代わり、所得倍増の掛け声が景気良く響く 
高度成長期の入り口に立った時代である。1961 年の食料自給率は、重量ベースが 87.1%、カロリーベースで 78.8%であった。この頃は食料 
はほぼ自給できていたと言えるだろう。1961 年から 2005 年までの 44 年間で、コメの比重が 46.6%から 22.1%と半分以下になり、植物油が 
3.2%から 12.2%に増えている。畜産(肉、牛乳、卵)も大きく増えた。食べる熱量もいくらか増えている。食生活が西欧風に近づいたのだ。 
人口は 3300 万人増加した。 
 
 自給率を上げることを考えよう。日本の農地面積は 465 万 ha である。しかし、実際に耕作が行われているのは 320 万 ha で、休耕田ある 
いは耕作放棄地が 145 万 ha もある。これを使えば自給率を上げられると考えるのは自然である。耕作する作物として小麦を考えよう。小麦 
の単収は、イギリスやフランスでは 8 トン/ha であるが、日本では 4 トン/ha 程度である。ただし、アメリカが 3 トン/ha なので、日本の単 
収もまずまずと言うべきだろう。小麦の輸入量は 528 万トンで、それを全部国産するには 132ha の農地を必要とする。空いている農地はあ 
る、小麦の比重が現在の自給率 1.9%が小麦全部の 13.3%になれば、40.9%が 52.3%になり、目標は達成される。 
 では、農家のソロバンはどうなるか。日本は年間 528 万トンの小麦を輸入しているが、それに 16 億 3000 ドルを支払っている。1 ドルを 
100 円とすれば、1630 億円である。1 トン当たり約 3 万円である。農家が現在休耕地としている 0.5ha の農地で小麦を栽培したとすると収穫 
は２トン、これを輸入価格で販売したとすれば６万円の収入である。コメの価格約 21 万円で買い取ったとしても 42 万円、国際価格の 7 倍 
であるが、これでも赤字だろう。一方、消費者は小麦の国内価格の上昇を、パンやうどんのとんでもない値上げを容認するだろうか。この値 
上げに目をつぶって自給率が上がったことを喜ぶとは思えない。 
 穀物を増産して自給率を上げることは、生産者価格が高すぎて無理と言わざるを得ない。 
 

第５節 大規模農業を阻むもの 

 
 穀物の国際価格は安い。アメリカ、フランスなどの穀物大国が、生産過剰の作物を売りさばく競争をしていることで、価格が低く抑えられ 
ている。日本の農地面積は 456 万 ha、農業就労人口は 175 万人であり、1 戸当たりの農地面積は 2.7ha である。一方、アメリカの農家 1 戸 
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当たりの農地面積は 151ha、フランスは 45ha、イギリスは 36ha である。日本が彼らと争うのであれば、大規模化するしかない。しかし、規 
模拡大は遅々として進んでいない。その原因を考えてみたい。 
 
『農民の心情が規模拡大を拒否する』 
 農民が土地を大切に思うのは当然ではあるが、日本では特にこの傾向が強い。日本では、近世初期に小家族制が成立した。『土地、財産は 
自分のものと思うな。家を興した祖先の耕地、財産であって、大切に所持して子孫に伝えるべきだ』。「農業要集」 
 水田農業は一人ではできない。共同作業が多い。村社会があって初めて成立する。その結果、農家が勝手に農業を放棄することはできない。 
農家が減ると村全体の農業が維持できなくなる。「つぶれ」が出ることを恐れ、互いに助け合った。 
 
『規模拡大と矛盾する『農業の担い手の育成』』 
 若者の農業への就労が減っているため、農民の高齢化が進んでいる。そのため、多くの自治体が税金を使って、就農する若者を募集し、支
援するための取り組みを行っている。規模拡大には農家が減る必要があるのだが… 
 
『ふるさとの人口減少を望まない日本人』 
 昭和 30 年代、農村から都市へと人口が流れた。農村の過疎化が進んだが、地方の人々はそれを喜んでいない。一方、近代産業とともに栄 
えた地域では、その産業が消滅した場合、それほど抵抗感なく、そこから人々がいなくなっている。農村はそれに抵抗したいようである。年 
間 4 万人を超える定年帰農がそれを物語っている。400 年の歴史を持つ小家族制の下で行われてきた水田農業に、多くの日本人が強い郷愁を 
持っていることを忘れてはならない。 
 
『いずれ公共事業によって地価が上がるかもしれない』 
 角栄さん 
 
『農地の地価が高くなるまで待つことができる』 
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『農地解放の記憶が規模拡大を妨げている』 
 
『農村を制する者が、選挙を制する』 
 
『農業の規模拡大が進めば、農村選出の議員は減る』 
 
『穀物価格をつり上げた農村議員』 
 
『減反廃止は食料自給率向上につながるか』 
 
『自民党を政権交代に追い込んだ減反廃止』 
  第 1 次安倍内閣を小沢一郎が倒した。 
 

第６節 「広い土地」を必要としない農業は有望 

 
 多くの人が日本農業を弱い産業と思っていた中で、農業生産額は世界第 5 位であるとした本が、その意外性からか注目を集めている。たし 
かに世界銀行データで、2007 年の農業生産額は、 

第 1 位 中国、 第 2 位 インド、 第 3 位 アメリカ、 第 4 位 ブラジル、 第 5 位 日本 
  第 6 位 インドネシア、 第 7 位 ロシア、 第 8 位 ナイジェリア 
となっている。人口が多い国は生産額も大きくなる。日本は農産品に限らず、物価が高いというだけではないか。日本農業が弱いことの証明 
だろう。 
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『食料自給率の低い国、「オランダ』の農業は強い』 
 
 ある国の農業が強いか弱いかを考えるには、輸出額と輸入額の両方を見る必要がある。お金を儲けるとは、つまるところ、たくさん輸出し 
て、外貨を稼ぐということである。例えば、誰もが、日本の自動車産業を強い産業と考えているだろうが、それは日本が多くの自動車を輸出 
しているからである。そして、自動車の輸入額は小さい。 
 表 9 は、世界の主要 10 か国について、農産物の輸出額と輸入額の差(純輸出額)を多い順に並べたものである。国内の農業が強ければ、輸 
出額が多くなり、輸入額が少なくなるから、この順は農業の強さを表していると言っていいだろう。 
 純輸出額第 1 位は、なんとオランダである。オランダは農業で 280 億ドル、2 兆 8000 億円も稼いでいるのだ。輸出額の第 1 位はアメリカ 
だが、輸入も多いので、第 2 位である。日本はこの表の最下位だが、輸出額の少なさに言葉を失う。 
 オランダの国土は 338 万 ha と日本の 10 分の 1 以下である。人口は 1600 万人余りであり、人口密度は 4.9 人/ha にもなり、人口密度が高 
いと言われる日本の 3.5 人/ha を上回っている。農地面積も約 100 万 ha しかなく、農地面積当たりの人口も 15 人/ha と高い。日本は 27 人 
/ha と断然高いが、オランダも相当な高さである。国土と人口の割合を見るとき、オランダと日本はよく似ている。 
 オランダの農業が強いのは、穀物自給率の低さにある。1961 年の 40%から年々下がって、2007 年の値はなんと 14%である。低いと言わ 
れる日本の穀物自給率が 32%であるから、オランダは半分以下である。 
 オランダの農業の強さは、値の張る農産物である。タバコ、ビール、チーズ、牛肉、鶏肉、トマト、青トウガラシ、豚肉などを大量に輸出 
しているからに他ならない。 

オランダは価格の安い小麦やトウモロコシは隣国であるフランスとドイツから大量に輸入している。安い穀物を輸入して、それを用いて高 
価なチーズや肉類を作れば儲かるのだ。 
 オランダは農業において、加工貿易を行っている。国土が狭いことを逆手に取って、多くの土地を必要としない農業に特化することによっ 
て成功を勝ち得ている。つまり、カロリーベースの食料自給率を低下させることにより、農業を儲かる産業にしたと言ってよい。 
 表 4 の豚肉の輸入元にデンマークの 17%が入っている。デンマークもオランダ同様国土の狭い国である。 
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『農業の稼ぎ頭は「畜産」、次が「野菜」』 
  

それでは日本の農業の中でどの分野が儲かる農業に最も近いと言えるだろうか。まず、どの分野が稼いでいるかを見てみよう。 
 日本では農業と言うと、まずコメ作りをイメージし、田植え、稲刈りなどを思い浮かべるが、それは現代農業の実態とは大きく異なってい 
る。ここでは、生産額から日本農業を見てみよう。 
 農林水産省の調査によると、2008 年の日本農業の総生産額は 8 兆 4000 億円余りであった。内訳は 
 コメ １兆 9000 億円 
 野菜 ２兆 1000 億円 
 果物   7400 億円 
 畜産 2 兆 6000 億円 
 その他 1 兆 1000 億円 
である。その他には、小麦、イモ、豆類、花き、工芸作物などが含まれる。 
 コメの生産額は畜産や野菜よりも低い。総生産額の 22%しかない。昭和 30 年まで遡ると、コメは総生産額の 52%も稼ぎだしていた。我々 
は昭和 30 年頃のイメージを引きずっているようである。しかし、農業は大きく様変わりし、畜産や野菜の生産額が増えている。 
 地域別の生産額を見ると、もっと意外な事実が解る。農業というと、北海道、東北、北陸などが盛んだと思うが、生産額は 
 九州 1 兆 6700 億円 
 関東 1 兆 6500 億円 
 東北 1 兆 3600 億円 
 北海道 1 兆 0000 億円 
 北陸   4500 億円 
などとなっている。意外と関東が健闘しているのである。反対に、コメ所として知られる新潟県を抱える北陸が振るわない。 
 関東地方が健闘しているのは、野菜の生産額が多いためである。その生産額は 6300 億円にものぼり、関東の総生産額の約 4 割を占めてい 
る。生産額でみると、日本の野菜の 30%は関東で生産されている。 
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 これは関東で生産された野菜が、首都圏に出荷されるためである。野菜は新鮮なものが好まれる。また、水分を多く含み重いため、輸送に 
もコストを要する。そんな理由で消費地の近くで生産されているようだ。北海道では、野菜の生産額は 1800 億円に過ぎず、これは北海道の 
総生産額の 17%にしかなっていない。北海道には首都圏のような大消費地がないからであろう。 
 九州の生産額が多い理由は、畜産が盛んなことである。畜産の生産額は 6800 億円にもなり，九州の生産額の約 4 割を占めている。一方、 
北陸の生産額が他の地方に比べて振るわない理由は、野菜と畜産の生産額がそれぞれ、540 億円、730 億円と少ないことにある。 
 コメ所の北陸地方の生産額が小さくなっていることからも解るように、お金を儲ける産業としての農業では、畜産と野菜の栽培が重要にな 
っている。反対に、コメの役割は小さくなっている。産業としての農業は、我々が持つイメージと大きく異なるものになっている。 
 
『広い土地がいらない畜産で進む「農家の規模拡大」』 
  
 日本の農業には小規模で零細とのイメージがつきまとうが、そのイメージは畜産を見るとき、大きく変わりつつある。ものすごい勢いで大 
規模化が進行している。 
 畜産の規模に関するデータを、表 10 にまとめたが、この表は 1962 年、1989 年、2006 年を比べている。1989 年は平成元年である。 
 1962 年は高度経済成長の真っ直中であり、この頃に、日本の食生活は大きく変化した。豊かになるにつれて、それまでのコメを中心とし 
た食生活から、肉や卵をもっと食べたいと思うようになったのである。 
 当時の農林省は、この要請に応えるために、農家に副業としての畜産を勧めている。畜産振興の時代である。1960 年代の初めは、日本に 
おいて現代にまで続く本格的な畜産がスタートした時代である。 
 戦前において、卵は決して、安価な食品ではなかった。卵焼きはご馳走と言ってもよかった。 
 高度経済成長の結果、豊かになった日本人は、もっと食肉や卵を食べたいと思ったが、そうするには飼料が足りなかった。この問題を解決 
したのが、アメリカからのトウモロコシの輸入である。化学肥料が普及したため、イギリスやフランスの小麦と同様に、アメリカでもトウモ 
ロコシの単収が大幅に上昇した。その結果、生産量も大幅に増加し、国内だけでは消費しきれなくなった。アメリカは輸出先を探していたが、 
そんな時期に日本は、家畜の飼料を探していたのである。 
 アメリカの飼料で、日本の畜産が増え、日本人は肉や卵が食べられるようになった。そして、日本の食料自給率は下がっていった。 



食料自給率 40％では不安ですか？ 

15 
 

 畜産が本格化して、大規模化が進行すると、一戸当たりの生産が増え、戸数は減った。 
 規模拡大が進んだ結果、豚肉や鶏肉は国際価格に比べて、それほど高額ではなくなっている。 
 特に、近年、豚肉や鶏肉において、中国の価格が上昇して、日本との価格差はほとんどなくなっている。中国でも、日本で生産された食品 
は品質が良く、安全であることはよく知られているから、今後、豚肉や鶏肉の中国への輸出が可能になるかもしれないと考えるほどである。 
 鳥の飼育は最も場所をとらない。鶏舎を何層にも重ね、高層アパートのような鶏舎で飼育している。豚は鶏に比べれば場所をとるが、牛ほ 
どの面積は必要としない。牛は健康維持のために運動させる必要がある。また穀物飼料だけでなく、牧草やサイレージを与えるが、牧草を栽 
培する土地が必要である。 
 
『野菜の栽培に、コメのような広い土地は必要ない』 
 
 野菜の生産額は畜産に次いで多い。中国野菜の輸入が話題になるが、野菜は現在でも約 8 割を自給しており、生産額が多いことも相まって 
畜産と並んで日本の農業の中核を占めるに至っている。 
 野菜は単位面積当たりの生産額が大きい。2008 年のコメの作付面積は 1700 万 ha で、野菜は 44 万 ha であったから、１ha 当たりの生産額 
はコメの 110 万円にたいして、野菜は 480 万円にもなる。これは野菜が 1 年に何度も収穫できるからである。葉物では 1 年に 10 回ぐらい収 
穫できるものもある。 
 野菜の栽培は室内でも可能である。人工的な照明を使って栽培できる。野菜工場である。工場では殺菌などを容易に行えることから、農薬 
の使用料も抑えられ、消費者の求めにも合致する。中国への輸出も考えられよう。 
 ただ、野菜栽培農家数は畜産ほど減ってはいない。２ha 程度の農地で専業として野菜を栽培し、かなりの生産額を上げている農家がいる 
一方で、0.5ha 未満の農地で副業として野菜栽培を行っている農家も多い。都市近郊では農地の集約が難しい。そのような細切れの農地で野 
菜が栽培されているのである。 
 果樹の栽培面積は 26.2 万 ha(2006 年)であったから、生産額を 7400 億円とすると、１ha あたりの生産額は約 280 万円になる。コメの 3 倍 
である。花きは 1.8 万 ha で 3656 億円も稼ぎ出しており、１ha あたりで 2000 万円にもなっている。 
 このように、狭い農地でも、高い生産額を得られる作物はいくつも存在する。 
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『イギリスの食料輸入金額は日本を上回る』 
 
『貿易交渉の問題児であり続ける農業』 
 
『「農業問題」と「土地問題」を分けて考える』 
 
 

第７節 農業における「選択と集中」を考える 

 
『農業関係者を追い詰める「食料自由率の向上策」』 
 
『規模拡大をしても大した利益にはならない』 
 
『農業は決して恵まれた産業ではない』 
 
『「個別所得補償制度」をコメ以外に広めるな』 
 
『守るべき分野と強くする分野を峻別する』 


