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要約 

現在の新興国をはじめとする世界各国の人口増加や生活水準の向上等を考慮すると，自

国内での農産物消費量の増加によって農産物輸出国がなんらかの輸出規制措置をとる恐れ

があり，輸入大国である日本は食料供給における栄養バランスの崩壊が懸念される．そこ

で我々は，食糧安全保障の観点から栄養バランスを考慮した農産物供給が可能な自給環境

の整備を行うことを目指す． 

栄養バランスを考慮するために有効な指標となる「五大栄養素」の観点から我が国の品

目別食料自給率についてみてみると，タンパク質および脂質に関して，その栄養素をまか

なうべき品目である畜産物等の自給率が極めて低い．これは畜産物を飼育するために使用

される純国内産飼料の自給率が低水準であることが要因となって引き起こされている問題

である．よって本稿では純国内産飼料の自給基盤を整備するため，飼料用米の生産促進を

目指した政策提言を行う． 

現在，政府は米政策の見直しや，飼料用米の生産促進政策を様々な方向から行っている．

例えば水田活用の直接支払い交付金政策では，食料用米の需給一致を目指してその生産を

減らす代わりに，飼料用米や米粉用米等の新規需要米の低コスト生産を促進するため，4種

類の助成金を用いて米の生産者に充実した環境を提供している．また消費者視点で捉えれ

ば，飼料用米で育った畜産物の購入に関してポジティブな意見が多いことは日本政策金融

金庫のアンケート結果からも明らかである． 

一方で，飼料用米の使用には，食料用米とは異なる加工が必要であるが，その加工作業

を担う配合飼料工場は太平洋側の輸入港近くに偏在している．このため飼料用米産地と配

合飼料工場とは必ずしも近接しておらず，飼料用米産地によっては高い流通コストが生産

の障壁となっている．また配合飼料工場の設備が不十分であることによって生じるコスト

も存在する．こうした状況の中，配合飼料工場側には支援政策が十分に整備されていない，

というのが現状である． 

こうした現状を踏まえ，本稿では，飼料用米の作付面積率を被説明変数として 2013 年

度の都道府県別クロスセクションデータを用いた重回帰分析を行い，飼料用米の生産を促

進させる要因について検証した．その結果，農家高齢化率，飼料工場数，気温の 3 つの説
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明変数が，飼料用米の作付面積率を上昇させていることが判明した．そこで我々は，分析

の結果から得られた要素を最大限に活かした政策を提言する． 

分析の結果から得た 3つの要素は，性質の違いによって分けられる．「配合飼料工場数」は，

政策による外部的影響によって操作可能であるが，「高齢化率」と「気温」は，地域の特性と表現

することが出来るほど，人為的に変化を起こすことが難しいデータである．よって我々は「配合飼

料工場数」を基軸に政策を練り，制度を補強する提案を「高齢化率」，「気温」を用いて行う．「配

合飼料工場数」に着目すると，飼料用米の生産促進において最も有効な方法は「配合飼料工場

の新設」であるといえる．しかし，工場新設にかかる時間やコスト面を考慮したとき，短期的な視点

から見て実現可能性が高い制度として，輸送距離の短縮と配合飼料工場の受入量の拡大は配

合飼料工場の新設には劣るものの代替案として効果を発揮すると考えられる．そのため我々は，

飼料用米の生産促進を目的に，短期的な視点から見た政策提言として「流通コストの削減」と「配

合飼料工場の受入量の拡大」の２つを，長期的な視点から見た政策提言として「配合飼料工場の

新設」を行い，政策の効果をより確実なものにしていく．なお我々は，「強い農業づくり交付金」の

政策の拡充によって「流通コストの削減」，「配合飼料工場の受入量の拡大」，「配合飼料工場の

新設」の 3つの制度を実現することを目指すこととする． 

本稿で政策提言を行うにあたり，参考にした政策が 2つある．1つ目が「配合飼料供給体制整

備促進事業」であり，この政策は平成 26年度の補正予算により施行された単発の支援制度であ

るが，我々が想像していた支援の形と似通っている．2つ目の「強い農業づくり交付金」は，家や

農業団体向けの交付金であり，現時点では直接配合飼料工場の事業を支援することができる制

度ではないが，「強い農業づくり交付金」の根本にある問題意識が我々の持つものと一致している

ことと，交付金の予算額が大きいことから，この交付金制度に着目した．また，インターネットや書

籍に載っていない当事者の情報を取り入れるため，我々は農林水産省と日本飼料工業会にヒア

リング調査を行い，より支援対象者の意向に沿った制度の提案を目指した． 

具体的な政策提言の形としては，「配合飼料供給整備促進事業」を参考に，「強い農業づくり

交付金」の支援対象者の拡充により配合飼料工場の設備支援を可能にすることで，配合飼料工

場の受入量の拡大及び飼料用米流通コストの削減を目指す．また「農業づくり交付金」における

都道府県の共同申請の容認により，配合飼料工場の新設を目指していく． 

更に，我々の政策提言が地域の特色に応じて適切に実施されるために，都道府県別のレ

ーダーチャートを用いる．分析の結果より「隣接県を含めた配合飼料工場数」，「農家高

齢化率」，「気温」の 3つが有意性を示した．この結果から，飼料用米の生産促進に適し
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た地域は，工場数が多く，高齢化率が高く，気温が低い地域であると言える．そこで，こ

の 3つのデータを偏差値化し，都道府県ごとにレーダーチャートを作成した．このレーダ

ーチャートを用いて，地域の特色を活かし，我々の政策提言が適切に実施されることも目

指す． 
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はじめに 

本の食料事情は大きな問題を抱えている．我が国の食料総合自給率はそのベースを問わ

ず軒並み減少の一途を辿っている．農林水産省によると，2014 年度のカロリーベースにお

ける食料総合自給率は 39％を記録しており，我が国は農産物輸入大国であるといえる． こ

れは危機的状況だと我々は考えている．なぜならば，世界的な人口増加，及び新興国を中

心とする経済力向上により，日本と取引のある農産物輸出国が輸出規制措置を講じる可能

性があるからである．また FAO「2050 年の世界を養う」によると，「穀物の需要は，食

用と家畜飼料用合わせて，今日の 21 億トン弱から 2050 年には約 30 億トンに達する」と

記述されており，これらの予測が正しいのであるとすれば，将来的に輸出規制が行われる

可能性は十分にあると我々は考えている． 

農産物の輸入が困難になってしまった場合，国内生産の農産物に頼らざるを得ず，様々

な不利益が生じる可能性があるが，本稿では食料安全保障の観点から，食の栄養バランス

の崩壊について取り上げることとする．炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラ

ルの五大栄養素の観点から平成 25 年度の品目別自給率をみてみると，炭水化物が多く含

まれる米やいも類の自給率は 70％を超える高水準となっているが，タンパク質を多く含む

品目と脂質を多く含む品目に着目すると，いずれの品目も自給率が 10％前後となっており，

自給環境の脆弱性が伺える．この現状から，我々は日本における畜産物の自給基盤に問題

があるのではないかと推測した．なぜならば，五大栄養素別食料自給率において，タンパ

ク質を多く含む食品は肉類や卵等の畜産物だからである． 

ここで，畜産物生産のために使用される飼料を我々は考慮する．農林水産省「飼料をめ

ぐる情勢」によると，平成元年から平成 25 年までの 25 年間，純国内生産飼料の自給率は

25％前後を常に推移している．穀物価格の高騰によって輸出規制を敷いている国が多い世

界情勢を踏まえると，飼料の輸入が滞る可能性は大いに考えられるため，畜産物の自給率

に関して，その生産に使用される飼料を考慮することは，意義を有すると考えたからだ． 

以上のように，食料自給率をベースに我が国の食料安全保障について考察した結果，我々

は「畜産物の生産に使用される純国内産飼料における脆弱な自給基盤」を本稿における問

題に設定し，本稿を進めていく． 
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なお，本稿では風土的観点を考慮し飼料用米の生産促進により課題解決を図る．また，

現状分析と「Stata SE ver．13.1」を使用したクロスセクションデータ分析の結果から，

配合飼料工場に対する支援政策の必要性が伺えた．そこで分析の結果を生かし，配合飼料

工場に対する支援政策を我々の政策提言とする．このとき，実現可能性を向上させるため，

現行政策の改革という形をとることにする． 

産業別GDPにおける１次産業の貢献度は，2次産業および 3次産業と比較すると圧倒的に低

く，わずか1%である．つまり，1次産業は経済的に淘汰されてもおかしくない産業であるといえる．

それにもかかわらず，農業は多種多様な政策で守られ続けている．これは決して経済的観点から

は見出すことができない価値があるからだと我々は考えている．他産業よりも文化的背景が色濃く

残り，四季折々の姿を見せる日本の景観を保全する役割も有している農業を守るために我々はこ

の論文を執筆する． 
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第 1 章 問題提起 

第１節 世界の食料事情 

図１ 日本の食料自給率の推移 

 （農林水産省農林水産省 知ってる？日本の食料事情 より） 

 

我が国は農業大国である．中でも米は弥生時代に中国から稲作技術が伝来し，今もなお

主食として国民から愛され続けている．他の農産物においても，地理的関係で生産コスト

はかかるものの，その質は諸外国の追随を許さず，農業は我が国の誇るべき一面といって

も過言ではない． 

しかし，日本の食料事情は大きな問題を抱えている．図１は我が国の食料総合自給率の

推移をまとめたものである．図 1 から，我が国の食料総合自給率はそのベースを問わず軒

並み減少の一途を辿っていることが分かる．農林水産省の発表によると，2014 年度のカロ

リーベースにおける食料総合自給率は，米が凶作に陥った 1993 年に次ぐ低水準である

39％を記録した．これは，戦後において食生活が多様化したことで国産の農畜産物では国

民のニーズに対応しきれなくなったことが主な要因として挙げられる．つまり，現在の日

本は農産物輸入大国であるといえる．そこで，本稿では問題意識の大枠として，この「低
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水準な食料総合自給率」を取り上げることとした． 食料自給率とは生産物に関する国内の

自給基盤の脆弱性を計る目安である．食料自給率のパーセンテージが大きければ大きいほ

ど国内で完結した需給関係が成立していると解釈でき，逆に自給率が低い水準であった場

合，国内需要に対する国内供給の不足分を賄うために輸入に頼らざるを得ないため，国内

の食生活が他国の情勢などにも左右されやすくなってしまうのである．つまり，我が国が

農産物輸入大国である現状を踏まえると，日本の食料事情は他国の影響を受けやすく，極

めて不安定な状態にあるといえる． 

こうした日本の状態は非常に危険である．なぜならば，世界的な人口増加，及び新興国

を中心とする経済成長により，日本と取引のある農産物輸出国が輸出規制措置を講じる可

能性があるからである．この可能性について説明するために，まず世界の食糧需給を決め

る代表的な要因についてまとめると，表１のように大きく分けて 2 つに分類でき，合わせ

て 8 つの要因が存在する． 
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表１ 世界の食料需給を決める要因 

基礎的な要因 近年，大きな影響を与えている要因 

所得向上に伴う畜産物の需要増加 バイオ燃料向けの農産物の増加 

世界人口の増加 中国などの急激な経済発展 

収穫面積の動向 異常気象の頻発 

単位面積当たりの収穫増加 砂漠化の進行 

（『食料自給率の「なぜ？」〜どうして低いといけないのか〜』より筆者作成） 

 

これらの中から，近年の傾向に左右されることない基礎的要因である「所得向上に伴う

畜産物需要の増加」と「世界人口の増加」について我々は注目し，「国別実質 GDP の推

移」と「世界人口の推移」について現状をまとめた．図 2 は，実質 GDP の推移と予測に

ついて，世界全体，先進国，新興国及び諸外国についてまとめたものである．図 3 から，

国内の景気動向を考慮していないものの新興国・先進国ともに経済成長が今後見込まれる

ことが分かる．国内の経済成長とともに国民所得の増加を仮定すると，国民の購買力が高

まり，食料および飼料用の農産物の需要増加が予測される．FAO の web サイト「2050 年

の世界を養う」によると，「穀物の需要は，食用と家畜飼料用合わせて，今日の 21 億ト

ン弱から 2050 年には約 30 億トンに達する」とされている．また，「発展途上国において

所得の増加により敏感なその他の食品（食肉や乳製品，水産物や養殖水産物，植物油など）

の需要は，食用穀物よりずっと急速に増大する」とも記されており，農産物の需要増加は

不可避であると予測できる．また，図 3 は 1950 年から 2050 年までの世界人口の推移と

その予測をまとめたものである．図 3 から分かるように，人口推移の予測では先進国の人

口はほぼ横ばいであるものの，発展途上国における人口が著しい増加傾向をみせている．

各メディアで取り上げられているように，世界人口は現在の約 72 億人から 2050 年には約

91 億人へと急増するとされている．つまり，世界各国の経済成長に加え人口増加も考慮す

れば，穀物をはじめとする農産物の需要増加は必至である． 

この予測の下で，将来的に農産物輸出国が輸出規制を行う可能性は十分にある．図 4 は

2012 年の時点での各国の輸出規制の動向をまとめたものである．茅野（2008）によると，

この規制は 2006年 9月頃から起こった穀物価格の高騰が国民の食料確保への不安を煽り，

国民がデモや暴動を引き起こすことにならないように，国内市場への十分な供給を確保す

ることが目的であり，いわば各国が自己防衛のためにとった貿易政策であるとされている．



ISFJ2015 最終論文 
 

また，この価格高騰は天候不順による小麦の世界的な供給減少や，バイオエタノール向け

のトウモロコシの需要増加などの複合的な要因に伴うものであるとされている．したがっ

て，この価格高騰は純粋に人口増加や各国の経済成長に伴う需要増加によるものではない

と考えられる．しかし，マルサスの『人口論』によると，「人口は制限されなければ幾何

級数的に増加するが生活資源は算術級数的にしか増加しない」とされており，人口増加に

より農産物の需要が増加し，需給の逼迫が世界的に起こることで，各国が 2012 年以上に

大規模な輸出規制政策をとる可能性は否定できないと我々は考えている． 

このような世界的な輸出規制が実行された場合，日本のような農産物輸入大国は例え貿

易をおこなうための潤沢な資金が国内に存在していようとも，輸入先の国内事情に左右さ

れ，十分な輸入を行うことができない状況に陥ると予測される．仮に，ある物資の輸入が

途絶してしまった場合，確実に頼ることができるのはその物資の国内生産分だけである． 
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図 2 世界の実質 GDPの推移と見通し 

（経済産業省 通商白書 2011より筆者作成） 

 

 

図 3 世界の人口の推移と見通し 

 （総務省統計局データより筆者作成） 
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図 4 農産物の輸出規制の状況 

（農林水産省 国際的な食糧需給をめぐる動向より） 
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第２節 我が国の食料事情 

表 2 五大栄養素別食料自給率１1 

タンパク質を多く含む食品 肉類(8%)・卵(12%)・大豆(7%) 

脂質多く含む食品 油脂類(13%) 

炭水化物多く含む食品 米(100%)・いも類(76%)・砂糖(29%) 

ビタミン多く含む食品 野菜類(79%)・果物(39%) 

ミネラル多く含む食品 海藻(69%)・牛乳・乳製品(27%) 

（農林水産省 HP より筆者作成） 

 

農産物の輸入が困難になってしまった場合，食料総合自給率の低い我が国の食料事情に

おいて，様々な不利益が生じる可能性がある．本稿では，食料安全保障の観点から，食の

栄養バランスの崩壊について特に注目する．表 2 は，栄養学的分類である五大栄養素，す

なわち，炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラルの観点から，平成 25 年度の

品目別自給率を分類したものである．我が国の食料総合自給率は低水準であるが，品目別

自給率についてみると，栄養素ごとの自給環境に大きな差異があることが分かる．炭水化

物が多く含まれる米やいも類は自給率が 70％を超える高水準となっており，関連する品目

の輸入が不可能になったとしても，国内生産分で十分に賄うことができると考えられる．

一方で，タンパク質を多く含む品目と脂質を多く含む品目に注目すると，いずれの品目も

自給率が 10％台，あるいは 10％を下回っており，自給環境の脆弱性が伺える．この現状

を踏まえ，我々は日本における畜産物の自給基盤に問題があるのではないかと推測した．

なぜならば，五大栄養素別食料自給率において，タンパク質を多く含む食品は肉類や卵の

畜産物であり，品目別自給率についてみても自給率が 30％をきる品目のうち，大部分を占

めるものが畜産物だからである． 

畜産物の自給基盤はその生産に使用される飼料に大きく左右される．したがって，畜産

物生産のために使用される飼料まで考慮した食料自給率分析を行うことには大きな意義が

ある．図 5 は品目別自給率について，畜産物における輸入飼料による生産部分を自給率換

算してまとめたものである．輸入飼料によって生産された畜産物を自給率に換算すれば，

                                                   

1食品の品目は栄養素を含む上位 1～3 品目（括弧内は平成 25 年度食料自給率） 
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それら（肉類，鶏卵や牛乳および乳製品）の自給率は 50％を超えるため，自給基盤に問題

がないようと考えることもできる．しかし，純国内産飼料を用いて生産された畜産物の自

給率については，30％を下回る超低水準になっている．つまり，畜産物の自給基盤は，飼

料が純国内産であるかどうかによって大きく左右されるのである．また，農林水産省の

web サイト「飼料をめぐる情勢」によると，平成元年から平成 25 年までの 25 年間で，純

国内生産飼料の自給率は常に 25％前後を推移しており，外国産の安価な飼料穀物に頼って

畜産物の生産が行われているのが伺える．つまり，穀物価格の高騰によって輸出規制を敷

いている国が多い世界情勢を踏まえると，飼料の輸入が滞る可能性は大いに考えられるた

め，畜産物の国内生産に関して，その生産に使用される飼料を考慮した食料自給率分析を

行うことには大きな意義がある． 

 

 

図 5 品目別自給率（平成 25年度） 

（農林水産省 HPより 筆者作成） 
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第３節 問題提起 

食料自給率をベースに我が国の食料安全保障についてここまででまとめた結果から，

我々は「畜産物の生産に使用される純国内産飼料の脆弱な自給基盤」を本稿における問題

に設定する．畜産物ではなくその飼育に使用される飼料について注目する理由としては，

図 5から，輸入飼料を使用した畜産物の生産部分を自給率に換算すると畜産物の自給環境

には大きな問題はない．しかし，純国内産飼料のみを使用した畜産物の自給率は危機的水

準を推移している．つまり，人口増加や経済成長等の理由で飼料用原料の輸出国が輸出規

制を講じた場合，畜産物の自給環境に多大な影響を及ぼすと考えられる．また，本稿では

取り上げる飼料用原料穀物として，飼料用米に注目する．この理由は後に詳述するが，現

在の我が国の米市場は，供給過多や水田利用の減少などの問題に直面しているが，このこ

とから，主食用米の生産を飼料用米生産に転換する余地は十分にあると考えられるためで

ある． 
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第２章 現状分析 

第１節 我が国の米市場の現状と政策 

我々は飼料作物として飼料用米に注目する際に谷口（2009）を参考にした．この研究に

よると，風土的観点から先進国は主穀の半数以上を飼料用として生産している．しかし，

我が国の主穀である米はそのごく一部しか飼料用として生産されていない．このことから，

我々は飼料穀物の自給基盤を盤石なものとするために，飼料用米の生産促進が不可欠であ

ると考えた．そこで，以降では我が国の米市場及び米政策について現状をまとめる． 

図 6は 1人あたりの米の年間消費量の時系列データである．図 6から，通時的に著しい

低下が見てとれる．これは経済成長に伴う生活水準の向上や，諸外国の食文化の流入によ

る食料消費の多様化が原因と言われており，今後この状況が変化するとは考えにくい．現

在，天候などの外部要因に左右されながら，米の生産量は緩やかな減少傾向を辿っている

が，それ以上の消費量の低下により供給過多となっている．さらに，2015年 10月 5日に

TPP（環太平洋経済連携協定）の大筋合意が発表された．この発表によると，我が国では国

外産米に高関税をかける保護政策を継続することが可能ではあるものの，「TPP枠」とし

て無関税での国外産米の輸入の義務づけがなされた．なお，この「TPP枠」は段階的な引

き上げが決まっており，我が国は協定発効初年度から 12年目までは 5.6万トン，13年目

以降は 7.84万トンの輸入を余儀なくされる．これらを踏まえると，日本の米市場において，

供給過多となっている現状はさらに悪化する可能性がある． 

供給過多である米市場においては，需給を一致させることが急務である．この問題を解

決するために，日本政府はいくつかの政策を実施している．まず，1970 年以来，米の生産

調整政策（減反政策）を行っており，制度改変を伴いながら現在もこの政策は続いている．

さらに，主食用米から新規需要米等の戦略作物への転換を促し，主食用米の生産量を減ら

すことを 1 つの目的として，2014 年に水田活用の直接支払交付金制度が整備された． 

水田活用の直接支払交付金制度は，戦略作物助成・二毛作助成・耕畜連携助成・産地交

付金の 4つの助成から成り立つ制度である．戦略作物助成は，水田を活用して麦，大豆，

飼料用米等の自給率を向上させるために，積極的に生産量を増やす作物と位置づけられた

戦略作物を生産している農家に対して，農地面積に応じて交付金を直接交付する制度であ
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る．同様に，二毛作助成は，水田における主食用米と戦略作物助成の対象作物，あるいは

戦略作物助成の対象作物同士の組み合わせによる二毛作を支援する制度であり，また，構

築連携助成は，飼料用米のわら利用，水田放牧等の耕畜連携の取り組みを支援する制度で

ある．産地交付金は，地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」に基づき，

地域の特色のある生産物の産地の発展を促すために，地域の裁量で活用可能な産地交付金

によって麦・大豆を含む産地づくりに向けた取り組みに対して支援を行う制度である．こ

れら 4 つの交付金からなる水田活用の直接支払交付金制度は，主食用米から戦略作物への

転換を促すことで主食用米の需給を一致させる役割を担っている． 

こうした 4 つの助成により，主食用米から戦略作物への転換を促すことで，この制度の

最も大きな目的である主食用米の需給の一致を目指しているわけであるが，この目的には

飼料用米の生産促進が大きな役割を果たすと考えている．戦略作物の 1 つである飼料用米

は，家畜の消化能力や生産物の性質に影響を与えないための使用量に上限があるものの，

約 450 万トンもの潜在的需要が存在すると言われている．平成 26 年度の飼料用米の生産

量は約 42 万トンであり，単純に計算しても約 400 トン分主食用米から飼料用米への転換

を実施することができる．このことから，飼料用米の生産促進を行うことは，国にとって

も「戦略作物への転換を促すことによる主食用米の需給一致」を目指すといった面で，大

きな意義が存在すると言える． 
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  図 6 主食用米消費量の推移 

（米に関する資料より 筆者作成） 
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第２節 飼料用米の現状と政策 

本節では，米の中でも飼料用米の需給と飼料用米に関する日本の政策について現状をま

とめる．飼料用米を家畜の生産に使用するには，家畜の種類によっては加工が必要である．

例えば，採卵鶏や肉用鶏は飼育には，飼料用米として生産された玄米を粒のまま利用する

ことが可能であるが，豚や乳用牛・肉用牛の飼育については，消化性を向上させるために

破砕や蒸気圧ぺん等の加工処理が必要である．つまり，米農家が飼料用米を生産し，畜産

農家に供給する流通過程において，家畜の種類によっては配合飼料工場（配合飼料メーカ

ー）を経由しなければならず，飼料用米の普及には，流通体制が非常に重要である．  

現状の飼料用米の流通体制では，飼料用米農家は，農協に生産物を出荷するだけでよく，

自ら需要先を確保する必要はない．農協に集められた飼料用米は，地域の農業倉庫等で保

管され，全国生産者団体との契約締結後に出荷される．全国生産者団体は，飼料メーカー

の要望に応じて配合飼料工場近くの営業倉庫等で開袋やバラ化作業を行ってから工場に搬

入し，加工・配合の工程を経て畜産農家に出荷される． 

飼料用米は主食用米と比べて，取引価格が非常に低いという問題を抱えているが，流通

体制に関しては，流通の鍵となる配合飼料工場の偏った立地という問題を抱えている2．平

成27年度時点で，68社が116箇所に配合飼料工場を所有しており，その多くが飼料用米の受

け入れを表明している．飼料用原料となる穀物の多くは輸入に頼っているため，それらの

加工を行う配合飼料工場は，立地の効率性から後背地に畜産主産地を多く持つ太平洋沿岸

部に多く立地している．つまり，配合飼料工場は輸入飼料原料の加工に適した立地をとっ

ており，国内産飼料原料を加工するには不向きな立地となっている．したがって，飼料用

米産地と配合飼料工場の間には地理的な乖離が生じており，流通コストの負担がと大きな

問題となっている．日本の配合飼料工場を運営する会社を代表する組合である日本飼料工

業会のwebサイト「飼料用米に関する日本飼料工業会のメッセージ」によれば，農業生産法

人や農協等の生産者団体には「水田活用の直接支払交付金」や「強い農業づくり交付金」

等の支援政策が整っているが，配合飼料工場に対してはそのような支援政策が十分に整備

されていない．そのため，新たな配合飼料工場の建設支援や，マッチングの促進など，配

合飼料工場に対する何らかの支援政策を講じる必要があると我々は考える． 

ここまでは，飼料用米について生産と流通の観点から現状をまとめたが，以降では飼料

                                                   
2現在，1㎏当たりの主食用米の値段が 240円なのに対し，飼料用米はわずか 30円である 
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用米を用いて育てられた畜産物の消費者の観点から，飼料用米がどのように評価されてい

るのか現状をまとめる．日本政策金融公庫農林水産事業は，2015年7月に実施した「平成27

年度上半期消費者動向調査」の中で，飼料用米に関する取り組みへの認知度や，飼料用米

で育てた畜産物の購入経験，今後の購入意欲などについて調査している．この調査結果に

ついて，我々は3つの質問項目に特に注目した．3つの質問項目とは，「家畜の飼料に国産

の米を利用する取組により，どのような効果が期待できると感じるか」，「飼料用米で育

てた畜産物やその加工品を購入（外食を含む）した印象」，「飼料用米で育てた畜産物や

その加工品の今後の購入意向」である．各質問項目に対する回答結果をまとめたものが，

図7から図11である．まず，図7より，期待される効果としては，飼料用米の生産を通じた

「農地の維持」が24.9％で最多であり，畜産物の飼育に用いる飼料を輸入飼料と飼料用米

を用いた飼料で比較した場合に，後者の方が「安全に感じる」と回答した割合が23.1％で

次に多いものとなった． 

次に，図8・9より，購入した際の印象として，「価格」については約半数の50.7％が「適

当である」と回答している．また，「味」に関しては46.2％が「従来品と同じ」，53.4％

が従来品よりも「おいしかった」と回答している．従って，90%以上の消費者が飼料用米で

育てた畜産物について，味が悪くないと評価している．最後に，図10及び図11より，飼料

用米畜産物の今後の購入意向については，「購入したい」という回答が87.4％であり，9割

近い消費者に購入意欲があることがわかった．また，「価格許容度」については，「割高

でも購入したい」が各品目で約半数を占めた．特に，牛肉，豚肉，鶏肉では，それぞれ52.4％，

51.7％，50.0％と，全て5 割以上であり，肉類において飼料用米に対する期待が高いこと

が見受けられる． 
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図 7 飼料用米で育てた畜産物やその加工品を購入（外食を含む）した理由（複数回答） 

日本政策金融公庫「飼料米に関する消費者動向調査結果」より筆者作成 

 

 

図 8 飼料用米で育てた畜産物やその加工品を購入（外食を含む）した印象 
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図 9 飼料用米で育てた畜産物やその加工品を購入（外食を含む）した印象 
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図 10 飼料用米で育てた畜産物やその加工品の今後の購入意向 

 

日本政策金融公庫「飼料米に関する消費者動向調査結果」より筆者作成 

 

 

図 11 飼料用米で育てた畜産物やその加工品の今後の購入意向 

 

日本政策金融公庫「飼料米に関する消費者動向調査結果」より筆者作成 
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第３章  

先行研究及び本稿の位置づけ 

第１節 先行研究 

現状分析を踏まえ，飼料用米の生産促進に関する政策提言を行うにあたり，関連した先

行研究を紹介する．ただし，我々の調査可能な範囲内において，飼料用米促進に関わる政

策を分析した研究，または飼料用米増産の是非を結果として導いた分析を行なった研究は

なかった．そのため本章では，飼料作物の国内生産の必要性と生産向上について論じた一

研究と，飼料用米の国内流通の実態から費用低減に向けた課題を導いた一研究を先行研究

として取り上げる． 

まず，畜産自給率向上と，飼料作物の国内生産の必要性やその手法についての研究とし

て，前述した谷口（2009）を取り上げる．谷口（2009）では，2008年の世界的食料危機で

浮き彫りになった我が国の脆弱な飼料自給基盤を問題視しており，その見直しの中で，飼

料用米の国内生産が食料自給率向上への日本的な軸策になると提言されている． 

谷口（2009）の大きな特徴としては，この提言を導出するため，食料需給表に基づいた

試算から，飼料自給率向上の食料総合自給率向上への寄与率，国民 1人 1日当たり供給蛋

白質の転換割合が算出されている点である．これらの結果から，国内での飼料生産割合の

増加は，カロリーベースで考えると食料総合自給率に与える影響は 10％にも満たないこと

が分かる．しかし蛋白質ベースで見ると，蛋白質供給における植物性から動物性へのシフ

ト，つまり畜産物の比重増大によって，飼料自給及び畜産物自給率の向上が食料総合自給

率の向上に大きな意義を有しているということが示されている．つまり谷口は食料自給率

の見方を変えることで，飼料自給率の向上が日本の食料問題解決の一手法として大いに期

待できるものであることを明らかにしているのである． 

また，飼料自給率向上のための手法に関して，谷口（2009）は日本の地形や気候等の風

土的特徴に最も寄り添った提言をした論文であるともいえる． 

この部分でまず谷口が述べているのは，高い飼料自給率を誇る先進国では，穀物全体の

国内供給量に占める飼料用穀物の割合が 60％を超えており，この割合が 50％に満たない日
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本にとっては，穀物全体の飼料仕向率※を上げることが課題であるということである．更

に麦類を主穀とするドイツでは，大麦やエン麦のみならず主食のパンとして食されている

ライ麦や小麦の飼料仕向率が高いことや，トウモロコシが主穀であったアメリカではトウ

モロコシの飼料仕向率が他の作物に比べて高いこと等を参考に，飼料用に生産すべき穀物

について，谷口（2009）では以下のように述べられている．「先進国は自らの風土的な条

件に見合った飼料穀物の自給基盤を確保しているのであり，ドイツの場合にはパン穀物で

あったライ麦・小麦の顕著な飼料穀物化が 20世紀後半の特徴であったとすれば，アメリカ

ではトウモロコシの一層の作付け拡大と飼料穀物化が穀物輸出において基軸的な地位を占

めた背景にあるということができるのである．こうした事実を素直に認めれば，アジア・

モンスーン地帯に位置する日本における最も基幹となるべき飼料穀物はコメ，つまり飼料

用米をおいて他にはないといわざるを得ないであろう．」この研究を参考にして，我々は

日本の飼料作物の国内生産基盤の作成を目指すにあたり，飼料用米の生産に着目する． 

次に，国産飼料の流通に関する経済面での諸問題に着目した恒川（2014）を先行研究と

して挙げる． 恒川（2014）ではまず，大豆・麦・一般飼料作物などの作付面積がここ十数

年来頭打ちの状態にある中，新規需要米等の「稲による転作」がここ数年で唯一伸びがみ

られることに触れている．同時にこの「稲による転作」のうち，加工用米と備蓄米は需要

の面で限界があるのに対し，飼料用米に関しては需要拡大の余地が大きいことも明示して

いる．恒川は，今後飼料用米の更なる生産拡大が見込まれる中で，生産者側と需要者側と

の物理的距離は経済性に大きく影響するため，輸送面の問題に着目するのは当然であり，

更に，貯蔵や加工など広い意味での流通に関する諸問題への対応が重要となると考えてい

るのである． 更にいえば，主食用米の場合において流通費は生産費に含まれないため，実

際の生産者段階における流通費負担の関係には不明な点もあるが，飼料用米は販売単価が

30 円/kgと安価であり販売価格に対する流通費用の割合が高いため流通費に着目すること

は重要であると述べている． また，国産飼料流通の実態として，恒川（2014）の中では，

以下のように記述されている．「飼料用米に関しては，玄米での流通・利用を前提とすれ

ば，TDN（可消化養分総量※）含有率が高いため TDNkg あたり輸送費は近距離で 2円台，長

距離(300km程度)でも 7円台と絶対額として大きくない．また，貯蔵性や似姿，物流と利

用のシステムなど，既存の流通体系に適合していることは利点である．しかし，飼料用米

は取引単価自体が低いため，輸送費割合でみると遠距離で 20%，近距離で 7%を占めること

となり，特に遠距離の場合の負担は大きくなる．」 こういった実態から，飼料用米流通の
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フレームワークの特徴として「輸送費の絶対額は大きくないが，輸送費割合でみると負担

が大きい」ということが考えられる．いかにしてこの課題の解決を図っていくのかについ

て，「地域内流通を基本として取り組んでいくべきである」というのが恒川の考えである．  

現在，飼料用米に関して生産者と利用者が個々に連携した取り組みが多いが，未だ流通費

等の面においては改善の余地があると考えられる．また，そもそも遠距離での輸送を前提

とした飼料用米生産では当然収益性が低い．恒川は，単位農協における各値域段階の営農

情報の把握と，農協相互間の需給調整が可能で，物流分野にも強い農協系統組織の積極的

な取り組みを期待し，地域横断的で統一的な需給マッチングと利用・流通システムの調整

を担う主体の形成を求め，今後の課題としている． 

第２節 本稿の位置づけ（独自性） 

まず，谷口（2009）において，飼料用米の国内生産促進が日本の食料総合自給率向上の

軸策になると提言されていることから，本稿では，飼料用米の生産を促進させることを目

指すこととする． 

食料問題を取り扱う様々な論文では，上記の先行研究も含め，食料総合自給率の数値的

向上の観点から問題解決を試みるものが多いが，本稿では，栄養素別自給率向上の観点か

ら飼料自給率向上の意義について論じることを独自性の一つとする．本稿も問題意識の部

分では，わが国で一般的な指標として食料自給率の数値を使用してはいるが，我々の目的

は自給率の向上ではなく，あくまでも「外国に頼らず，日本国内で国民が健康的な生活を

するために，五大栄養素の観点から最低限の食料供給を実現すること」である，とここで

再度述べさせていただく． 

次に恒川（2014）では，飼料用米の普及・促進において，輸送コストの削減が今後取り

組むべき重大な課題であることを示しているが，その課題について具体的な解決策は提示

されていない．そこで本稿では，輸送コスト削減のためのアプローチとして，工場側の設

備支援や生産者とのマッチングに着目し．それらを改善するための具体的な仕組みを考察

した点も独自性の 1 つとして挙げる． 

また最後に，本稿の独自性として，本章の冒頭でも述べた通り，飼料用米に関する分析

を行った研究に関して記述する．現在，飼料用米の育成や品種改良をするにあたった分析

はいくつか実施されているが，我々の知る限りでは，飼料用米関連の政策についての分析

や，飼料用米の生産促進に影響を与える要素を分析した研究は存在しない．そこで本稿で
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は，政策提言の方向性を定めるにあたり，飼料用米の作付面積率に影響をもたらす要因を

分析によって明らかにすることを目指す． 
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第４章 分析 

第１節 分析の概要と目的 

前章で見たように，主食用米の需要の低下が見られる昨今，飼料用米のような，米及び

水田の新たな活用促進が必要とされている．実際に農林水産省は，水田活用の直接支払交

付金等の飼料用米生産に対する支援体制の拡充を進めている一方で，飼料用米の生産目標

数の安定達成には未だ至っていないのが現状である．また，需要者側の観点から見ても，

日本政策金融金庫のアンケート結果で明らかなように，飼料用米の潜在的需要は高まって

いるにも関わらず，それに対する生産が未だ十分には伴っていない．これらを踏まえると，

飼料用米の更なる生産向上には，今後より何らかの推進工夫が必要な状態であると考えら

れる． 

本章では，飼料用米の作付面積率を被説明変数とした重回帰分析を行い，飼料用米の生

産を促進させる要因について検証する．分析は 2013 年度の都道府県別クロスセクションデ

ータを用いて行う．分析から得られた結果を元に，飼料用米の作付面積率に影響をもたら

す要因を考察し，次章の政策提言に繋げていく．分析結果として，農家高齢化率，飼料工

場数，気温の 3つの説明変数が飼料用米の作付面積率を上昇させることが明らかにされる． 

第２節 分析モデル 

分析に用いる説明変数は 6 つあり，農業生産額割合，農家高齢化率，飼料工場数，畜産

家畜頭数，気温，及び，日照時間である．変数の定義と用いる理由は以下の通りである．

まず，被説明変数は以下を用いる． 

 

 飼料用米作付面積率 (𝑌𝑖)： 

 

𝑌𝑖 =
飼料用米作付面積

飼料用米作付面積＋主食用米作付面積
 

 

この被説明変数を用いることで，飼料用米の作付面積率に影響をもたらす要因を考察

することが狙いである．なお，分母の範囲を決めるにあたって，飼料用米のほかにも，
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加工用米や備蓄米といった非主食用米が存在するが，それらの作付面積を加えても，

作付面積率にあまり大きな違いが見られなかったため，今回は主食用米と飼料用米の

合計作付面積を使用した． 

 

 以下で 6 つの説明変数について説明する． 

 

 農業生産額割合 (𝑋1)： 

  

𝑋1 =
各都道府県の農業生産額

県内総生産
 

 

これは，各県の産業における農業基幹度を示すものと解釈する．すなわち，各県でど

の程度農業が重要な産業となっているのかを測るものである．我々の仮説では，県内

産業において主食用米の生産額が大きい地域ほど，米を飼料用米に転換する抵抗感が

強く，飼料用米生産がうまく促進されないのではないかと考えた．この説明変数は，

この仮説を検証するために用いている．なお，各都道府県の主食用米の生産量のデー

タが存在しなかったため，農業生産額を代用している．また，農業生産額及び県内総

生産については，次年度の作付意思決定に関わってくると考えられるため，2012 年

度のデータを使用する． 

 

 農家高齢化率 (𝑋2)： 

 

𝑋2 =
農業就業人口の 65歳以上の世帯員数

農業就業人口の全年齢の世帯員数
 

 

農業就業人口とは，15 歳以上の農家世帯員のうち，調査期日前 1 年間に農業のみに

従事した者又は農業と兼業の双方に従事したが，農業の従事日数の方が多い者の人口

である．飼料用米の生産は，主食用米からの生産ノウハウの引継ぎが可能であり， 転

換コストが他の作物に比べて圧倒的に低いことや，主食用米よりも食味管理に対する

負担が少ないこと等から，労働体力的に衰えが見られる高齢者にも十分適応可能なも
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のである．したがって，我々の仮説では，農家の高齢化率の高い地域において飼料用

米の生産が促進されると考えた．この説明変数は，この仮説を検証するために用いる． 

 

 配合飼料工場数 (𝑋3)： 

 

まず，日本飼料工業会と JA 全農の組合員一覧より住所が確認できた全国 92 施設の

配合飼料工場を分析の対象とした．配合飼料工場が太平洋側に偏在しているが，配合

飼料工場の無い県は隣接県の工場に運搬するものと考えられるため，配合飼料工場数

は，各県および隣接地域に存在する工場総数をここでは用いる．なお，2013 年時点

における工場数の確定的なデータが存在しないこと，また 2013 年から現在までの 3

年間で工場数に大きな増減がみられるとは考えにくいので，2015 年時点での工場数

のデータを使用している．飼料用米の作付けは，それを加工する配合飼料工場への輸

送の容易さ，または，配合飼料工場の受け入れ量の多さに影響されると考えられるた

め，この説明変数を用いている．  

 

 畜産家畜頭数 (𝑋4)： 

 

飼料用米の需要側である畜産農家が，県内にどの程度の規模で存在するのかが，飼料

用米作付面積率に影響すると考えられるため，この変数を用いる．飼料用米を飼料と

して用いることができる家畜は，肉牛，乳牛，豚，産卵鶏，ブロイラーなどであるが，

種類ごとに変数を作成すると多重共線性の恐れがあるため，本稿では総頭数を用いて

いる． 

  

 気温，日照時間 (𝑋5, 𝑋6)： 

 

飼料用米は主食用米と比べて，高品質なものを生産する必要性が小さく，我々の仮説

では，気候に恵まれない地域ほど飼料用米を生産するものと考えている．この変数は，

この仮説を検証するために用いる．気温については，稲作が行われる 5 月から 9 月の

平均値を用いている．また，日照時間については，5 月から 9 月の各月の総日照時間

の平均を用いている．なお，測定地点は，各都道府県内で都市ごとにあまり大きな差
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がみられなかったため，県庁所在地を用いている．  

 

データはすべて標本数 47 の都道府県単位のものであり，出所は表 3 にまとめた通りで

ある．また，被説明変数及び説明変数の記述統計は表 4 にまとめた通りである． 

本稿では，頑健性の高い分析を得るために，説明変数の組み合わせに基づいて，以下の

（1）から（6）の 6 つのケースに分けて分析を行う． 

 

(1) 説明変数として農業生産額割合，農家高齢化率，配合飼料工場数，畜産家畜頭数，

気温を用いる． 

(2) (1)から気温を落とし，日照時間を追加する． 

(3) (1)から家畜畜産頭数を落とす． 

(4) (2)から家畜畜産頭数を落とす． 

(5) (3)から農業生産額割合を落とす． 

(6) (4)から農業生産額割合を落とす．  

 

変数𝑋5（気温）と変数𝑋6（日照時間）は相関が強く，同時に投入すると多重共線性の恐れ

があるため，(1)と(2)の 2 ケースを考えている．この 2 ケースを基準として𝑋4（畜産頭数）

及び𝑋1（農業生産額割合）をそれぞれ落とした場合で，分析を行っている． (1)～(6)のモ

デル式は以下の通りとなる．なお，𝛼は定数項，𝑢𝑖は誤差項である． 

 

 

分析(1) 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽4𝑋4𝑖 + 𝛽5𝑋5𝑖 + 𝑢𝑖  

 

分析(2) 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽4𝑋4𝑖 + 𝛽6𝑋6𝑖 + 𝑢𝑖  

 

分析(3) 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽5𝑋5𝑖 + 𝑢𝑖  
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分析(4) 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽6𝑋6𝑖 + 𝑢𝑖  

 

分析(5) 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽5𝑋5𝑖 + 𝑢𝑖  

 

分析(6) 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽6𝑋6𝑖 + 𝑢𝑖 
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表 3：データ出所 

 

 

表 4：記述統計 

被説明変数 平均 標準偏差 最小値 最大値 

飼料用米作付面積率 1.249583 1.005205 0 3.688348 

    
  

  

説明変数         

農業生産額割合 0.0146974 0.0095982 0.000398 0.0363259 

農家高齢化率 0.6300038 0.0806991 0.3611912 0.7923498 

配合飼料工場数 10.25532 4.488963 1 17 

畜産家畜頭数 1105748 936764.7 158885 3741466 

気温 23.99213 1.850356 18.66 27.78 

日照時間 196.8732 18.8093 150.66 227.02 

 

被説明変数 データ出所 

飼料用米作付面積率 農林水産省「平成 25 年産新規需要米の取組計画認定状況」 

  農林水産省「平成 25 年耕地及び作付面積統計」 

    

説明変数 データ 

農業生産額割合 内閣府「県民経済計算」より筆者作成 

農家高齢化率 農林水産省「農業構造動態調査」より筆者作成 

飼料工場数 
日本飼料工業会，JA 全農組合員一覧，その他配合飼料工場

より筆者作成 

畜産家畜頭数 農林水産省「畜産統計調査」 

気温 
気象庁 アメダスより筆者作成 

日照時間 



ISFJ2015 最終論文 
 

表 5：分析結果 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.164482 0.5500808 1.219164 0.467379 3.031887 2.075312

(2.219452) (1.93246) (2.20819) (1.931418) (1.936488) (1.822348)

33.41421*  40.61833** 24.96981 29.80624*

(18.90188) (18.18235) (15.46886) (14.73765)

3.563376** 3.808214** 3.540835** 3.734537**  2.930175*  2.918985*

(1.75744) (1.769692) ( 1.749151) (1.768822) (1.739343) (1.783057)

.1054422** .0938586** .084304*** .0676769** .0915851*** .0722762**

(0.0270241) (.0404843) (.0303924) (.0312062) (.0306118) (.0322222)

-1.84E-07 -2.41E-07

(2.34e-07) (2.37e-07)

-0.1470946* -.1430418* -0.1903774**

(0.0775241) (.0769974) (.0725116)

-.015203* -.0137281* -.017300**

(.0077828) (.0076485) (.0077046)

補正 0.2378 0.2414 0.2447 0.2409 0.2165 0.1864

*：10％水準で有意　**：5％水準で有意　***：1％水準で有意を示す

飼料工場数

畜産家畜頭数

気温

日照時間

変数

係数

（標準誤差）

切片

農業生産額割合

農家高齢化率

 2
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第３節 分析結果及び考察 

 分析結果は表 5 の通りである．なお，実証分析を行うにあたり，「Stata SE ver．13.1」

を使用した．すべての分析において，配合飼料工場数が 1%または 5%の水準で正に有意と

なり，農家高齢化率が 5%から 10%の水準で正に有意となった．また，気温が(1)，(3)，(5)

において 5%または 10%の水準で負に有意となり，日照時間は， (2)，(4)，(6)において 5%

または 10%の水準で負に有意となった．農業生産額割合は，(1)，(2)，(4)においてのみ 5%

または 10%の水準で有意となった．特に，補正 2が最も高い(3)では，農家高齢化率が 5％

水準で正に有意であり，配合飼料工場数が 1％水準で正に有意であり，気温が 10％水準で

負に有意となった．ただし，(3)における気温の p 値は 0.070 であり，これら 3 つの説明変

数が，概ね 5％水準で有意となった． 

 ここで，これら 3 つの説明変数の分析結果について考察する．まず，配合飼料工場数が

すべての分析において正に有意に出たことから，隣接県も含めた配合飼料工場の存在が，

飼料用米作付面積率を向上させることが伺える．なお，県内のみの配合飼料工場数を説明

変数として用いた場合は，この変数は有意とはならなかった．これより，更なる飼料用米

生産を促進させる政策を考える際には，各都道府県単位の配合飼料工場数だけでなく，隣

接県の工場の存在も視野に入れるべきであるといえる．次に，農家高齢化率が正に有意で

あったことから，飼料用米の作付けにおいて，農業就業人口の高齢化が進んだ地域での推

進が可能であることが伺える．最後に，気温が負に有意となったことから，飼料用米の生

産は，天候が比較的恵まれない地域において，推進できることが伺える．  

畜産家畜頭数については，分析の結果，有意とはならなかった．なお，上記の表 3 では

乳牛，肉牛，豚，採卵鶏，ブロイラーすべての家畜を合計した頭数を用いた分析を載せて

いるが，種類別の家畜頭数を説明変数に使用しても，同様に有意な結果は得られなかった．

また，畜産家畜頭数を畜産農家数に代えても，同じように有意な結果は得ることができな

かった．この理由については，飼料用米は配合飼料工場を経由して畜産農家に供給される

ため，飼料用米の生産地と供給対象である畜産農家の直接的な近さは，飼料用米の普及に

効果を持たないものと解釈できる． 

以上の分析結果を踏まえ，次章では，農家高齢化率，気温，及び隣接県まで含めた配合

飼料工場数に注目した政策提言を行う．ただし，これら 3 つの点のうち，政策を用いて人
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為的に変更を加えられるのは配合飼料工場数のみであるため，特に，配合飼料工場に関連

する政策提言を行う． 
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第５章 政策提言 

第１節 政策提言の方向性 

分析の結果から，「配合飼料工場数が多い」，「高齢化率が高い」，「気温が低い」と

いう 3つの要素が飼料用米の生産促進に大きく影響すると考え，この 3つの要素を最大限

に活かした政策を提言する．１次産業は他の産業と比べて，政策等によってもたらされる

変化が顕著に現れるまでにはある程度の時間を要することが予測される．その点も踏まえ

て本稿では，政策の効果をより高いものにするため，制度を 3つ提言する．以下では，３

つの政策提言について記述していく． 

分析の結果から得た 3 つの要素は，性質の違いによって分けられる．「配合飼料工場数」

は，政策による外部的影響によって操作可能であるが，「高齢化率」と「気温」は，地域

の特性と表現することが出来るほど，人為的に変化を起こすことが難しいデータである．

よって我々は「配合飼料工場数」を基軸に政策を練り，制度を補強する提案を「高齢化率」，

「気温」を用いて行う． 

前章の通り，「飼料用米作付面積率」を被説明変数としたときの説明変数として「配合

飼料工場数」が正に有意であることから，飼料用米の生産促進において最も有効な方法は

「配合飼料工場の新設」であるといえる．しかし，コスト面や工場新設にかかる時間を考

慮すると，この方法の短期間における実現可能性は非常に低い．よって我々は，「配合飼

料工場の新設」を長期的な制度として提言する．次に，配合飼料工場数が有意に働いた分

析の結果から考察すると，輸送距離の短縮と配合飼料工場の受入量の拡大は配合飼料工場

の増設には劣るものの代替案として効果を発揮すると考えられる．というのも配合飼料工

場からの距離が遠い場合，余計な輸送コストがかかるため，主食用米に比べ圧倒的に価格

が安い飼料用米はその影響を受けやすい．また，配合飼料工場の受入量を超える飼料用米

が生産された場合，供給過多となり価格が下落するため，豊作貧乏のような状態になるこ

とが予測される．これらを考慮すると，「生産地から配合飼料工場までの距離」と「配合

飼料工場における飼料用米の受入量」の２つは，解決するべき短期的な課題である．よっ

て設備支援による「流通コストの削減」と「配合飼料工場の受入量の拡大」を短期的な制

度として提言する． 
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つまり，飼料用米の生産促進を目的に，長期的な視点から見た政策提言を 1 つと短期的

な視点から見た政策提言を 2つ行い，政策の効果をより確実なものにしていくわけである

が，このように 3つの政策を 2つに分類したのにはもう 1つ大きな理由がある．詳しくは

4 節において後述するが，分析の結果を都道府県ごとに見たとき，我々は 2つの傾向を見

出した．都道府県を超えた地域全体が飼料用米の生産に向いている特徴を持っているため，

工場新設が推奨される地域と，飼料用米生産に向いている特徴を持った都道府県が孤立し

ており，工場新設よりも設備支援が推奨される地域の 2つである．そのため，この 2つの

傾向を考慮しても，「配合飼料工場の新設」と「配合飼料工場の受入量の拡大」・「流通

コストの削減」は異なるアプローチによって政策を考案することが，より地域に寄り添っ

た，有効な飼料用米の生産促進につながると考えた． 

また上記のような政策を提言するにあたり，関係性の強い現行の飼料用米支援制度の調

査を行った．その結果本稿では，「配合飼料供給体制整備促進事業」と「強い農業づくり

交付金」を挙げる．これらの支援制度については次節で仕組みを詳述し，飼料用米の更な

る促進のために不十分な点を明らかにしたうえで，我々は「強い農業づくり交付金」につ

いての改善案を提案する．また，既存の政策を改善していくことは，新規の政策を施行す

ることと比較して，財源確保の可能性も大きく上昇すると考えられる．このような実現可

能性も考慮に入れて，次節以降，現行制度をどのように捉え，改善するのか，また分析結

果より我々が新制度として提言する 3つを具体的にどのように行っていくかについて詳述

する． 

第２節 飼料用米に関する現行政策 

我々は，先述したように「流通コストの削減」「配合飼料工場の受入量の拡大」「配合

飼料工場の新設」を実現する方法として，現行の支援制度を改善することを政策提言とす

る．財源が確保されている制度を有効に活用することで，金銭面での実現可能性を大幅に

上げるためである．そこでまず，政策を提言するにあたり，飼料用米の生産・出荷過程の

中でも特に我々が着目している配合飼料工場に関係のある現行の政策と現状，配合飼料工

場に対する支援政策ではないが，支援者の拡充により支援可能だと考えられる政策を挙げ

る．既存政策において飼料用米の生産を行う農家や農業団体を対象にした支援はいくつか

存在するが，配合飼料工場までを視野に入れた支援政策は我々が知る限りでは「配合飼料
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供給体制整備促進事業」のみである．また，支援することができる可能性のある政策とし

て「強い農業づくり交付金」が挙げられる． 

「配合飼料供給体制整備促進事業」は，輸入飼料原料向けに建設された配合飼料工場を，

設備支援を通して国産飼料原料向けの新たな流通モデルとして創出するための事業である．

また我々が提言する「流通コストの削減」と「配合飼料工場の受入量の拡大」の短期の 2

制度が実現を目的としている，まさに我々が注目するべき政策である．「強い農業づくり

交付金」に関しては，農家や農業団体向けの交付金であり，現時点では直接配合飼料工場

の事業を支援することができる制度ではない．しかし本稿では，「強い農業づくり交付金」

の根本にある問題意識が我々の持つものと一致していることと，交付金の予算額が大きい

ことから，この交付金制度に着目した．本節ではこれら 2つの制度について詳述する． 

第１項 配合飼料供給体制整備促進事業 

まず，現在既に配合飼料工場を対象に入れた支援を行っている事業として，「配合飼料

供給体制整備促進事業」の概要を記す．この支援制度は，国産飼料原料に関して関係者か

ら成る協議会の組織，及び低コストかつ安定的な供給体制の構築を支援するものである． 

国産飼料原料は流通に関して大きく２つの課題を抱えている．１つは小口の流通が多く，

紙袋やフレコンによる輸送が主流である現状を踏まえ，流通コストの削減が急務であるこ

と．もう一方は配合飼料工場が国産飼料原料の受け入れを行うにあたり，水分調整等の処

理や少量の副原料用搬入口からの受け入れをしなければならないことから，受入・保管・

加工設備等の導入によって受け入れ態勢を強化しなければならないことである．これらの

課題を解決するための制度が配合飼料供給体制整備促進事業である．この事業への応募主

体は，配合飼料メーカーや原料供給業者，流通業者等，飼料用米の流通関係者からなる協

議会を新たに組織し，配合飼料供給体制整備計画を策定する必要がある．この計画は国産

飼料原料の供給利用拡大に加えて，取組内容に応じて流通コスト，または飼料製造コスト

の低減を目指したものである．これに基づき，原料供給段階または配合飼料工場段階で適

切な設備支援を行い，新たな供給モデルを構築することが主な事業内容である． 

以上がこの事業の概要であるが，この支援制度は平成 26年度補正予算を財源に打ち立て

られた単年度のいわば試験的な政策であり，応募した業実施主体の事業モデル等，詳細の

情報が大変少ない．そこで我々は，インターネットや書籍に載っていない情報を取り入れ
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るため，この事業の主催者である「農林水産省生産局 畜産部 飼料課 飼料利用調整班」

にヒアリングを行った． 

農林水産省によると，この事業に応募した協議会は 9つであり，そのうち「青森地域飼

料用米生産利用推進協議会」「ＪＡ全農北日本くみあい飼料㈱」「石巻埠頭サイロ㈱」「フ

リーデングループ飼料米利活用推進協議会」「JAいわて平泉」の 5つが審査を通り，補助

を受けたということであった．また，この事業の平成 26年度の交付決定総額を見ると，お

よそ 206百万円であり，平成 26年度補正予算の 358 百万円を大きく下回っている．これら

のことから，こうした支援を求めている配合飼料に関わる主体は多いはずであるのに，実

際にこの支援制度を活用した協議会の数と使用した金額が少ないことを疑問に思い，事業

の対象者の 1つである「日本飼料工業会」に対してもヒアリング調査を行った．日本飼料

工業会によると，「配合飼料供給体制整備促進事業」への取り組みについては，公募期間

が短く協議会結成等の要件を満たすために十分な検討の時間が得られなかったため，この

事業のハード面である「設備支援事業」には応募しなかった．しかし，ソフト面である「推

進事業」には 2つの協議会を組んで参加し，今でも協議会は存続している，という実情を

窺うことができた．そこで，もし「配合飼料供給体制整備促進事業」が存続していたら応

募する意思があるかどうかを伺ったところ，「ある」という答えであった． 

2 団体へのヒアリング調査の結果を踏まえれば，「配合飼料供給体制整備促進事業」は，

配合飼料の生産加工・出荷に関わる事業主体にとって大変有意義な仕組みであるが，その

実施期間・公募期間共に短かったことにより，この支援制度の恩恵が多くの対象者となり

うる主体に行き渡らなかった，と言えるであろう． 

第２項 強い農業づくり交付金 

続いて，配合飼料工場を支援することができる可能性のある制度として我々が注目して

いる「強い農業づくり交付金」の概要について記す．「強い農業づくり交付金実施要項の

制定について（17年 4月 1日）」によると，強い農業づくり交付金の目的は「産地競争力

の強化」，「食品流通の合理化（安全で効率的な流通システムの確立等）」の 2 つである．

事業実施主体は，都道府県，市町村，農業協同組合，農事組合法人，農業生産法人，その

他農業者が組織する団体等である．これらの事業実施主体が上記の目的に向けた方向性や

具体的な目標を設定し，その達成に必要な取り組みを行うにあたって，図 12のような規定

の範囲内における金銭的支援を受けることができる仕組みとなっている．この交付金から
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問題として読み取れるのは，近年の日本における消費・流通構造の変化に伴い増大した外

食産業・流通業界のニーズに国産農畜産物が対応しきれなくなったことによる，輸入農畜

産物の急速な増加，農業従事者の減少・高齢化，農業所得の減少，耕作放棄地の増加及び

更なる流通効率化の必要性等である．更にこの状況に対処するための最重要課題を，「消

費者・実需者ニーズを踏まえた国産農畜産物の安定的供給体制の構築を図るため，産地と

しての持続性を確保し，収益力を向上するための取組の推進，安全・安心で効率的な市場

流通システムの確立等に取り組むこと」としている．このように強い農業づくり交付金は，

本稿の問題意識と共通課題を持つ政策であり，中でも国産農畜産物の安定供給を考慮して

いる点は最も一致する部分である． 
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図 12 強い農業づくり交付金の仕組み 

農林水産省「強い農業づくり交付金」 
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第３節 政策提言 

第１項 政策提言の概要 

本章第 1節・第 2節の通り，本稿では，設備支援による「流通コストの削減及び配合飼

料工場の受入量の拡大」と，「配合飼料工場の新設」の 2制度が実現できるように現行制

度を改善する提言を行う． 

「配合飼料供給体制整備促進事業」は平成 26年度の補正予算により施行された単発の支

援制度である．そのためこの事業を再度復興させ，継続して行うとなると，毎年固定の予

算がかかることになる．そうした場合，「財源をどこから捻出するか」という問題を考慮

せざるを得ず，実現可能性を高めることが出来ない．しかしこの事業は，我々が想像して

いた支援の形と似通っており，また先述の日本飼料工業会へのヒアリング結果からも，こ

の事業の支援制度に関して前向きな姿勢を感じ取れたため，この事業を参考に，上記の 2

制度が実現できないか，と考えた．そこで「強い農業づくり交付金」に着目すると，平成

27 年度におけるこの政策の予算概算額は，42,401百万円となっており予算規模が莫大であ

り，工場の増設・新設といった大きな事業の事例も存在する．また，「国産農畜産物の安

定供給」を目指した制度かつ水田飼料作物に関する補助の項目を持つ制度である．これら

のことから，我々が挙げた 2制度は「強い農業づくり交付金」の中で実現させることとす

る． 

以上を踏まえ，我々は，図 13のような「強い農業づくり交付金」の拡充によって「飼料

用米流通コストの削減」，「配合飼料工場の受入量の拡大」，「配合飼料工場の新設」を

実現できる制度を構築することを政策提言とする． 
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図 13 政策提言のモデル 
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第２項 配合飼料工場の受入量の拡大及び飼料用米

流通コストの削減 

強い農業づくり交付金の目的の１つ目である，「産地競争力の強化（共同利用施設整備）」のた

めの対策における，取組可能なメニューの中に「飼料増産」がある．更に，整備事業の対象施設と

して「自給飼料関連施設」がある．そのため，ここでは既存の支援制度を活かした支援の方法を

提案する． 

 現在，「強い農業づくり交付金」における事業実施主体は，都道府県，市町村と，農業者が組

織する団体等である．さらに農業生産法人や農協等の生産者団体の場合は，「水田活用の直

接支払交付金」「経営所得安定対策」等，複数の補助金制度等による施設整備も可能である．し

かし，飼料メーカーをはじめとする配合飼料工場の経営主体側が申請できる交付金・補助金等の

仕組みは現時点では先述した「配合飼料供給体制整備促進事業」以外には存在しない．日本飼

料工業会が発表した「飼料用米に関する日本飼料工業会のメッセージ」（平成26年5 月22 日）

によると，「農業生産法人や農協等の生産者団体の場合は，2 分の１国庫補助の「強い農業づく

り交付金」等による施設整備が可能ですが，飼料メーカーにはそのような政策支援措置が講じら

れていません」，「今後，飼料用米の使用量の増大のためには，飼料メーカーによる飼料用米の

保管施設や加工施設の整備に対する思い切った支援措置が必要となっています」とあり，実際に

飼料メーカー側が活用できる支援措置が存在しないため，全飼料用原料の中で，飼料用米の使

用量増大の実現が厳しいことが明らかとなっている． 

そこで我々は，飼料メーカーをはじめとする配合飼料工場の経営主体側を「強い農業づくり交

付金」の事業実施主体として認める提案をする．つまり，農業生産法人等に対する支援と同様に，

各飼料メーカーから都道府県に必要な設備に関する要望の申請をし，国がその要望に対して評

価を行い，その評価に応じて交付金が交付される仕組みとなる． 

我々は，このような設備支援の対象者を配合飼料工場まで拡大することによって，飼料用米の

流通コストの削減と配合飼料工場の受入量の拡大が可能になると考える．国産飼料原料の流通

における課題は，流通手法やパッケージに関するものと，配合飼料工場で行う水分調整等の処

理や小さな搬入口からの受け入れがコストを増大させてしまうことの2つである．そのため，飼料用

米の流通コスト削減のためには，この２つの課題解決が必要である．ここで「配合飼料供給体制整

備促進事業」の事業モデルを参考にした課題解決の手法を具体的に挙げる． 
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まず 1つめの手法は，飼料用米の流通コスト削減のための配合飼料工場へのバラ化作業設備

の導入である．バラ化作業とは，運搬される際，紙袋やフレコンに入った飼料用米を加工可能な

状態にするために，それらの入れ物から出す作業のことであり，飼料用米は生産農家から出荷さ

れ，配合飼料工場に届くまでの間にバラ化作業が必要である．バラ化作業が行われるのは，主に

配合飼料工場近くの営業倉庫等や産地のカントリーエレベーターであり，そこから配合飼料工場

へは小口の流通が多く，紙袋やフレコンによる輸送が主流である．そのため経由にかかる流通コ

ストと，パッケージの除去作業にかかるコストを削減するために，配合飼料工場内にバラ化作業設

備を導入する． 

次に2つめとして，配合飼料工場の受入量の拡大のための，配合飼料工場の新たな受入・保管・

加工設備の導入を挙げる．これは，水分調整等の処理や少量の副原料用搬入口からの受け入れ

をしなければならない等，設備不足によってかかるコストを削減するためである．具体的な設備支

援としては，水分調整処理を行えるように，倉庫の冷却機または除湿器の整備や，受入量を増加さ

せるための既存倉庫の機能強化・長寿命化改修工事等の費用を支援する 

 

第３項 配合飼料工場の新設支援 

 ここでは，配合飼料工場の新設を支援できる制度を考える．現在，「強い農業づくり交付金」を

用いた配合飼料工場の改築や改装，整備等は行われているものの，ゼロからの工場新設は事例

が少なく，特に我々が着目している配合飼料工場に関しては事例を見つけることが出来なかっ

た． 

 前述した分析の結果からも導き出した通り，飼料用米の増産のためには配合飼料工場の適切

な新設が可能となることが最も効果的であると考察した．そのため我々は，強い農業づくり交付金

の目的の一つとして定められている「産地競争力の強化（共同利用施設整備）」のための対策に

おける整備事業の対象施設として，「配合飼料工場」を新しく設定する提言をする．ただし，配合

飼料工場の新設をする上で，たとえ交付金による国の補助制度が構築されていたとしても，様々

な理由により容易に工場建設に着手できない場合が存在するのは確実であろう．以下では，事業

実施主体がより工場新設に着手し易くするための提案について論じる． 

 「強い農業づくり交付金」においては，基本的には市区町村～都道府県単位で事業を行うこと

ができる仕組みになっている．この仕組みは，予算の上限を定額で設定しない交付金の，事業実

施主体の募集ルートとしては無駄がなく素晴らしい仕組みであろう．しかし，飼料工場の建設に関
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してのみ考慮するのであれば，この仕組みは変更するべきものであると言える．その理由として，

分析で有意に出たのは「隣接県も含めた配合飼料工場数」であり，「県自身の工場保有数」は結

果が有意には出なかったことが挙げられる．この結果を十分に考慮し，工場数を増やすことで飼

料用米の生産促進に繋げるためには，隣接県を意識した取り組みを行うこと，更には隣接県と協

力して取り組むことが必要となる．このことを踏まえ，工場新設という予算が大きな事業を行うにあ

たり，都道府県の枠組みを超えた，隣接県同士の交付金への共同申請を認めることが最も有効

であろう．また，国が配合飼料工場新設の補助を実施することの１つの危険性として，工場が乱立

して飼料用米の生産量を配合飼料工場の飼料用米受入量が上回ってしまう可能性も考えられる．

このようなケースも，共同申請を取り入れることによって，隣接県の状況も考慮したバランスの良い

工場の新設が促されることで防ぐことができる． 

 つまり，交付金の共同申請を認めることで，各地域の金銭的な負担の軽減と，配合飼料工場の

不適切な乱立を防ぐことが可能になるのである． 

第４節 政策の実施時におけるレーダーチャート

の使用例 

第１項 レーダーチャートの概要 

前節で提言した内容は，既存の交付金制度を用いた一般的なものであり，この政策は地域それ

ぞれの特徴を把握し，活かすことでより効果が期待できるものとなる．そこで本節では，分析で有

意に出た，配合飼料工場数・高齢化率・気温の 3 つの説明変数に焦点を絞り，各変数を頂

点としたレーダーチャートを都道府県ごとに作成する．気温と配合飼料工場数には，分析

で用いた 2013 年のデータを使用した．なお，高齢化率については，分析では農家に絞っ

た高齢化率を使用したが，本節では，工場の建設に長期的な計画が見込まれることや，問

題意識の根底にある国内の自給基盤は人口変化に影響されると考えられることから，都道

府県別の 2040 年度将来推計人口を用いる．各都道府県のレーダーチャートを比較し，我々

が提言する「配合飼料工場の新設支援」，もしくは，「飼料用米流通コストの削減及び配

合飼料工場の受入量の拡大」の制度の実行必要性が高い地域の選定に役立てる． 

用いるレーダーチャートは，図 14 のようなグラフである．ここでは岩手県のレーダー

チャートを用いてその仕組みを具体的に説明する． 
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図 14 レーダーチャート例：岩手県 

 

3 つの頂点は，1 が高齢化率，2 が気温，3 が隣接県も含めた配合飼料工場数を表す．各

データは偏差値化したものを使用しており，内側の三角形は偏差値 50 を示す．なお，使

用した気温については，負に有意の結果が得られたことから，気温が低い都道府県ほど高

偏差値になるように算出している．このレーダーチャートが示すことは，高齢化率・気温・

配合飼料工場数全ての偏差値が高くなっている都道府県が，飼料用米の生産に適した地域

であるということである．つまり，例で示した岩手県は 3 変数全てで高偏差値を取ってい

るため，飼料用米生産に適した地域であると言える． 

配合飼料工場の新設もしくは既存の工場の設備支援の必要性が高い地域の選定にあたっ

て，まず，気温と高齢化率に注目する．気温と高齢化率は，政策介入による操作で人為的

に好転させることが困難であるため，各都道府県の固定的な特徴であると言える．一方で，

配合飼料工場数の偏差値は政策介入により工場建設を促進することで人為的に向上させる

ことのできる唯一のデータである．これらより，配合飼料工場の新設もしくは既存の工場

の設備支援による配合飼料工場の偏差値の上昇がより大きな政策効果を持つと考えられる

地域は，図 15 で示す山口県のレーダーチャートのように工場数の偏差値が低く，気温及

び高齢化率の偏差値が高い地域である． 
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図 15 レーダーチャート例：山口県 

 

第２項 政策の適用例 

我々が提言する 2制度が大きな効果をもたらす地域の中でも，地域の特色に応じて，配

合飼料工場の設備支援による飼料用米流通コストの削減及び受入量拡大の制度を実行する

ことが望ましい地域と，配合飼料工場の新設支援制度の実行が望ましい地域の２つに区別

することが可能である． 

 まず，隣接県が配合飼料工場をすでに保持しており，新設をする必要がないため共同申

請が不可能，または単独申請により交付金が交付されたとしても財政的に配合飼料工場の

新設が不可能な地域は，既存の配合飼料工場の設備支援による飼料用米流通コストの削減

及び配合飼料工場の受入量の拡大制度が推奨される地域と考えられる．実際にレーダーチ

ャートを用いた具体例を挙げると，配合飼料工場数の面において島根県（図 16）は，鳥取

県，広島県，岡山県等の比較的隣接地域では配合飼料工場数が偏差値 50を超えている中で，

唯一偏差値 50を切り孤立した状態の県であると言える．このような都道府県には，共同申

請での工場の新設を図るよりも，配合飼料供給体制整備促進事業のような，既存の配合飼

料工場の設備支援による流通コストの削減及び受入量の拡大によって，より高い政策効果

が見込めると考えられる． 

次に，飼料用米生産促進の政策が推奨される地域の中で，配合飼料工場の数が隣接県を

含めて少ない地域は，配合飼料工場の新設支援政策が推奨されると考えられる．具体例を

挙げると，新潟県や富山県，福井県を含む北陸地域は，地域全体で配合飼料工場数が少な

いことがレーダーチャートからも読み取れる（図 17）．このような，特定の範囲内におけ

る隣接した地域において共通して配合飼料工場数が少ない地域は，配合飼料工場の新設支
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援制度での交付金の共同申請による配合飼料工場新設が推奨される地域であり，それによ

って，各地域の金銭的な負担の軽減と，配合飼料工場の不適切な乱立を防ぎつつ，より適

切な政策効果が見込まれる． 

以上のように，分析結果から作成したレーダーチャートを用いることで，地域ごとの特色

に沿った適切な支援を可能にすることができる．我々は，「飼料用米の流通コスト及び配

合飼料工場の受入量の拡大」と「配合飼料工場の新設」という 2制度を提案すると共に，

レーダーチャートによる政策の補助を勧めたい．なお，47都道府県全てのレーダーチャー

トは補遺に記載する． 

 

 

 

図 16 レーダーチャート例：島根県及びその隣接県 
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図 17 レーダーチャート例：北陸地域 
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おわりに 

以上のように，飼料用米の生産促進を目指し，配合飼料工場に対する長期・短期の両面

から政策提言を行った．我々の調査結果を基にすれば，飼料用米生産に配合飼料工場が多

大な影響を及ぼすと考えられ，飼料用米の生産促進，さらには新たな流通モデルの確立に

つながる可能性がある．しかし飼料用米関連事業は転換期にあり，刻々とその環境は変化

を遂げている．そのため，最新のデータを揃えることができなかった点で課題が残る．特

に分析で使用した作付面積率は 2013年度と 2015年度で大きな差がある．これは飼料用米

関連の支援政策が整備され，その成果が着実に表れていると言える．そのため，最新のデ

ータを揃えて分析を行うことが出来たならば，有意性に違いが見られたはずである．また，

分析における家畜頭数についても課題が残った．今回，多重共線性を考慮したうえで家畜

頭数の総和を説明変数としたが，各都道府県によって標準偏差に偏りがあるため正確な分

析が行えなかった．また第 2章現状分析で触れたように，家畜の消化性によって飼料用米

の加工が必要なものと必要ないものに家畜の種類を分類できる．このうち，飼料用米の加

工が必要ない消化性の高い畜産物の生産地を考慮した分析を行うことが出来れば，より詳

しい立地的条件を明示して配合飼料工場の新設に関する政策提言を行うことが可能だった

と考えられる． 

以上のような課題は残ったものの，配合飼料工場に対する支援を充実させることが大き

な意義を有しているのは間違いない．食料安全保障の観点から自給環境を整備すること，

そして水田の多機能面の１つである古き良き時代から守られてきた美しい田園風景を維持

していくことを目指し，我々は自信をもってこの政策を提言する． 

 

最後に，本稿の執筆にあたってヒアリング調査にご協力いただいた，日本飼料工業会 小

野寺様・長谷川様，農林水産省生産局畜産部飼料課飼料利用調整班 佐藤様，研究の方向

性に関して助言をいただいた，参議院農林水産委員会調査室 首席調査員 笹口様をはじ

めとする ISFJ のコメンテーターの先生方，分析に関してご指導いただいた，上智大学経

済学研究科 特別研究員 森田先生，本研究を進めるにあたってご指導を頂いた釜賀浩平

先生，ならびにご協力いただいた皆様には感謝の気持ちと御礼を申し上げたく，謝辞 にか

えさせていただきます． 
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