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行政院國家科學委員會補助專題研究計畫報告書

計畫編號：NSC94-2415-H-252-001-

關於資源稀少島嶼型国家的農業ヽ糧食政策構思之歴史省思

－1970年代前半國際経済經濟體制動揺時期下日本糧食政策構思之展開與歸結－

日文計畫名稱

少資源島嶼国家の農業・食料政策構想に関する歴史学的省察

－1970年代前半の国際経済体制動揺期における日本の食糧政策構想の展開と帰結－

摘要（Summary）

The purpose of this article wants to prove the Self-sustenance Food Police devised

to deal with the food crisis in 1970's had been changed into the Internationalization

Food Policy no matter what reason. Hence, I try to analyze the report by "A Study

Group of Food Problem”, which was organized by Economic Planning Agency in

1974.

A long period after the World War II, there was no target of food self-sustenance

rate of the Agriculture and Food Police in Japan. The government had found to pose

a target of food self-sustenance is very important after the food crisis in 1972's.

And then, they expect to secure the self-sustenance rate of the food around 80%,

just as British.

"A Study Group of Food Problem" tried to examine that problem, and they found

the economic scale of Japan would return back to 1952's if the self-sustenance rate

of the food was supposed to keep around 80%.

The Prime Minister Takeo Miki and the Minister of Agriculture, Forestry, and

Fisheries Shintarou Abe were influences by that result. They thought it was too

dangerous to pose the rise of food self-sustenance rate and a target of food

self-sustenance rate, and changed the agriculture policy of Japan to

internationalization food policy.
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本論文のキーワード（key word）

・食料自給率

食料の国内総消費量のうち，国内総生産量の占める割合で表わされるが，実際には，

算出基準の取り方によって様々な表現をとりうる．現在のところ，金額ベース，数量ベ

ース，オリジナル熱量（カロリー）ベース，蛋白質・脂質自給率，農業生産に必要な生

産手段を含めた自給率などがある．政策目標や何を算出ベースとするかによってその意

味合いは大きく異なる．また，食料自給率は直接に政策の「結果」として示されるため，

これを目標として掲げることには一定のリスクがある．

・食料自給力

国内資源の利用によって食料を生産する能力ということができる．農業政策上，特に

重視されるのが土地である．食料自給力は現在生産を行なっている土地だけではなく，

現在は遊休状態でも，有事に稼動可能であれば，潜在的自給力となる．「食料自給力」概

念は，政策の「結果」よりも，「生産設備」としての土地などの整備，確保に着目した「設

備投資」政策的概念であり，「生産力備蓄」と言い換えることもできるが，農業政策の最

終目的が土地整備にあるかのような錯覚を起こしやすい．

・食料自給論

食料を国内で自給すべきであると主張する議論や政治的立場からの発言をさすが，こ

うした説明はあまりにも辞書的に過ぎよう．食料自給論は当該国の経済状況や国民栄養

状態によって，飢餓克服のための食料自給論，外貨節約のための食料自給論，自立経済

確立のための食料自給論，海外農業から自国農業を防衛するための食料自給論などが考

えられる．本論文で対象としている1970年代前半における食料自給論は，急激な国際化

による農業圧迫と，穀物危機下での穀物価格の騰貴などに影響を受けて醸成されたもの

で，自立経済確立を目的とするものである．
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１．課題設定と視角

２．「食料自給率」および「食料自給力」概念の特徴

３．自給路線登場の政治経済的背景

４．国会における食料自給率論の展開

(１)望ましい食料自給率水準をめぐる議論

(２)オリジナルカロリー自給率の登場

(３)穀物危機から畜産危機へ

５．「食料問題研究会」における議論 －「食料問題研究会」議事録の分析と検討－

(１)第１回会議と第２回会議

(２)第３回会議と第４回会議

(３)第５回会議と第６回会議

６．「食料問題研究会」の政府への影響

７．おわりに



4

１．課題設定と視角

本研究では，現在，日本において農業政策上の重要な論点となっている食料自給率問

題について，史的観点から，穀物危機下での食料自給率論議の展開と帰結について明ら

かにしようとするものである．

現在，日本では，1999年に成立した「食料・農業・農村基本法」，いわゆる「新農基

法」において，戦後農政史上，初めて食料自給率目標が掲げられて以来，食料自給率を

維持・向上させることは重要な政策課題になっている．逆を言えば，「新農基法」の登場

まで食料自給率目標は掲げられてこなかったのであるが，このことは食料自給率が一顧

だにされてこなかったということを意味するのではない．むしろ，佐藤内閣から，本格

的に食料自給率低下が問題にされ，特に，田中内閣は，国会答弁で「重要作物は完全自

給ないしは80％自給」を目標に政策を展開すると繰り返し述べてきた．この方針は，穀

物危機下で，飼料作物の自給率向上，食料用大豆の自給率向上などの手直しを受けなが

ら，自給率をさらに向上する方向で議論が進められてきた．ところが，三木内閣におい

て，突然，穀物自給率目標80％は不可能であるとの答弁が飛び出し，事実上，自給率の

政策目標化は放棄されるに至った．

食料自給率の低下は昭和30年代末から問題視され始めた．特に，佐藤内閣下から田中

内閣下にかけて，「食料自給率80％」がはっきりと政策目標化していく．食料自給率目標

の放棄と自給率の低下は，通説的には財界を中心に唱えられた国際分業路線の定着によ

って不作為的に進むものと理解されているが(註１)，もし，戦後の食料自給率低下の原

因の全てが，国際分業路線の定着に求められるとするならば，一般的イメージからすれ

ば財界筋との繋がりが深いと囁かれた佐藤内閣や田中内閣の下で国際分業路線がより強

化されるものと思われる．しかし，「クリーン三木」政権下でこうした政策選択が行なわ

れたのは何故か．

田中政権は穀物危機及びオイル・ショックに対する「無資源国家」日本の余りの脆弱

さに危機感を抱き，多角的な資源戦略を展開したため，日米関係は悪化した．「反米的」

な田中の失脚後，三木内閣が対米関係修復を目的に圧力を受け入れた結果，食料自給路

線が放棄されたという推測も成り立つ．だが，実際は，こうした三木内閣の政治判断の

裏側に，国民経済的に自給路線を採り得ないとする根拠があったのである．

このように，食料自給率が政策目標から排除されていった理由について明らかにしよ

うというのが本研究の課題であるが，より具体的には，昭和49年～50年に経済企画庁に

設置された「食料問題研究会」議事録を分析し，「食料問題研究会」においてどのような

議論が行われ，それが，政府の食料自給率の取り扱いに対してどのような影響を与えた

のか明らかにすることである．

日本の戦後現代史研究における一次史料入手は現在のところかなり困難である．残念
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ながら，「食料問題研究会議事録」の周辺を埋めるべき資料は入手できなかった．こうし

た，史料的制約のもとで，本研究は，主として国会議事録および新聞資料の分析によっ

て，政治レベルでの自給率を巡る議論の形成過程を再構成しながら，この議論の流れの

中で「食料問題研究会」の占める位置を明らかにするという方法をとる．国会議事録の

分析方法は，「食料自給率」およびその周辺概念である「食料自給力」の用いられ方に着

目し，「食料自給」を巡る議論の変遷を明らかにする．そして，自給率目標設定の放棄が

それまでの議論の流れから見て，どれほど「異質」な政治決定であったのかを実証する

ことで，「食料問題研究会」が食料政策に与えた影響を明らかにしようとするものである．

２．「食料自給率」および「食料自給力」概念の特徴

ここでは，「食料自給率」および「食料自給力」概念について検討を行おう．

まず，「食料自給率」であるが，端的に言えば，食料の国内総消費量のうち国内生産量

の占める割合で表わされる．日本で毎年の自給率を公表しているのは『農業白書』であ

るが，当時，そこでは基準年卸売価格によって算出された金額ベースの総合自給率と主

要農産物についての数量ベースによる品目別自給率があわせて使用されていた．金額ベ

ース自給率は金額的価値の次元から自給率を見るため，金額的価値の低い農産物は軽視

される可能性がある．品目別自給率は品目ごとの生産動向が把握しやすいが，全ての品

目に共通する属性がないため，総合自給率表示が難しい．

この他に，オリジナルカロリー自給率，蛋白質・脂質自給率，農業生産に必要な生産

手段を含めた自給率などがあるが，この中で最もよく言及され，かつ重要なのはオリジ

ナルカロリー自給率である．オリジナルカロリー自給率は，畜産物を飼料に換算しなお

した上で，「純国産」カロリーの自給率として表され，日本の農産物海外依存の問題点を

正確に記述しうる(註２)．

食料自給率についての各算定方式の採用は，農業政策のあり方と無関係ではない．例

えば金額ベース自給率は，当時の「所得均衡」理念や選択的拡大政策と強いかかわりが

あるといえる．「所得均衡」が重要課題であった基本法農政下では金額ベースの自給率が

重視された. 金額ベース食料自給率が提起したのは，国内消費農産物の価値総額に占め

る国内農家の価値生産割合の問題であり，そこでは，農産物の生産構成や需給構造の問

題点はそれほど大きな政治的関心をもたれなかった．そればかりか，経済的価値の低い

作物を率先して犠牲にするための論拠を提供してきた．特に，飼料作物のように金額的

価値の低い農産物の場合，アメリカの農産物自由化圧力を緩和するための取引材料であ

り，バーゲンにふさわしい「商品」とされた．たとえば，穀物危機発生前夜の昭和47年

7月，日米通商協議のオレンジ，ジュース，牛肉など農産物の輸入枠拡大要求への対策

として，農林省は飼料輸入量の拡大を行ったが，その背後には，当時の足立篤郎農相と
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田中首相の政治判断があったという(註３)．

「飢餓」の支配する国においては，まず，食糧増産が重要なのであり，その後に自給

体制の構築が重要な課題となるはずで，そこに自給率についての問題はない．食料自給

率問題とは，あくまで，発達した農業の上に，高度な経済社会を構築することに成功し

た先進国特有の問題である．食料自給率問題は，そもそも，食生活の高度化や国内農業

の減退に伴う外国産農産物輸入割合の増大を経験して，初めて問題にされる．その意味

では，自給率論は本質的に広い意味での国家セキュリティ論としてしかありえないが，

それを措いて「所得均衡」が論点とされたことには問題があった．

オリジナルカロリー自給率の政治面における登場は，昭和30年代後半からであるが，

政府レベルでは坂田英一のような農業に通じた一部の「農林族」議員以外には全く注目

されていなかった(註４)．当時の左派政党農林議員の間でも，農家経済との関係が深い

「金額ベース」自給率に対する関心が強かった(註５)．

「食料自給率」に似た概念として「食料自給力」がある．「食料自給力」とは，端的

には国内資源の利用によって食料を生産する能力を指す．農産物は，土地(水を含む)，

労働力，肥料・燃料などの資源の結晶として現れるが，農業政策上，特に重視されるの

が土地である．食料自給力は現在生産を行なっている土地だけではなく，現在は遊休状

態でも，有事に稼動可能であれば，潜在的自給力となる．食料自給率は「結果」として

数字で表わされるため曖昧さがない反面，ごまかしが利かない．それに対して，「食料自

給力」概念は，「生産設備」としての土地などの整備・確保に着目した「設備投資」的概

念であり，「生産力備蓄」と言い換えることもできる．だが，これは「食料自給率」のよ

うに，食料自給向上政策の「結果」として直接的に示されず，政策の最終目的が土地整

備にあるかのような錯覚を起こしやすい．したがって，「食料自給力」向上を目標とする

政策は農地整備に偏りやすくなる．これは農地の過剰整備問題を引き起こしたが，一方

で，農村の社会基盤整備を進めた面もあり，その評価を論ずるのは難しい．以上のよう

に，これらの「用語」は政策の目標と密接に絡んで機能し，これらのキーワードの使い

分けが政策の意図を端的に表すと考えられるのである．

３．自給路線登場の政治経済的背景

1970 年代，日本を取り巻く国際的政治経済環境は大きな転換期を迎えていた．その要

因は大きく見て二つある．第一は日本の急速な経済成長，第二はアメリカの経済力低下

に伴なう基軸通貨ドルの信用低下＝国際通貨制度の動揺がある．当時の日本はこうした

国際環境の変化に適切な対応を迫られていた．

1957 年前後から，日本は急速な経済成長を続けてきた．こうした経済成長を支えてき

たのは，重化学偏重・輸出中心型の産業政策とそれによる外貨獲得であった．1960 年か
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ら 1968 年中頃までは，日本の外貨準備高は 20 億ドル水準で上下していた．いわゆる，

「外貨 20 億ドルの天井」である．日本政府はこの外貨準備高 20 億ドルを国内経済政策

の目安として，国際収支の赤字が拡大しそうなときには，金融引締め策によって国内の

有効需要を抑制し，国際収支に余裕があるときには財政金融の面から積極的な拡大政策

を採用した（註６）．ところが，1968 年を境にして，外貨準備高が 20 億ドル水準を超

過すると，その増加はとどまるところがなくなった（註７）．

一方，アメリカの「たれ流し」と揶揄されるような，国内外にわたる放漫な経済政策

により基軸通貨ドルの信用低下が著しく，1971 年８月 15 日（現地時間），ニクソンは

ドルと金の交換停止を含む緊急経済政策を発表した．いわゆる「ニクソン・ショック」

である．アメリカは，事態収拾の通貨交渉の過程でドルの過大な流入を受けいれるのが

いやならば自国の為替レートを切り下げるか，ドルを抱え込んで『対米協力』につとめ

るべきと主張したため，各国とも強く反発した．しかし，一方，国際通貨の危機の克服

ためには対米貿易収支の改善，貿易障害の除去，防衛費の肩替り等アメリカ以外の国々

の協力が不可欠であることも事実であった．戦後，急激な経済成長を続け，自由世界第

二位の経済大国となった日本はその経済力に相応した国際的役割を果たすことを求めら

れた．

こうした事態に対応する政策的方針を得るため，通商産業省産業構造審議会国際経済

部会（部会長，水上達三）において 1971 年 11 月から 72 年６月にかけての検討を経て

『日本の対外経済政策 －信頼される日本への道－』，いわゆる『水上レポート』が作成

された．『水上レポート』は，その冒頭で，70 年代の世界は，アメリカ，拡大ＥＣ，日

本による「経済的には三極体制の時代を迎えた」と宣言する（註８）．そして，経済大国

となった日本は，国際通貨体制＝ドル体制の動揺に象徴されるような国際経済システム

の転換期において，国際経済秩序あるいは国際ルールに対する受動的な存在から，「世界

経済におけるわが国の地位にふさわしい役割を果たし」，新しい国際ルールの形成に能動

的に参加し，提案していくことが必要だと主張した（註９）．

こうした主張が行われるようになった背景には，日本の経済力に余裕が生じ，「成長追

求型」から「成長活用型」の安定化社会へと転換すべき時期がきたという認識とともに，

国際経済をめぐる情勢は複雑かつ流動的で，「世界経済がなお今後とも安定と拡大の道

をたどりうるか，あるいは混乱と縮小の道に迷い込むか」の岐路に立っているという危

機意識があったのである（註 10）．このように国際社会に「協調と調和」の精神で参画

しようとしていた日本を背後から襲ったのが，1972 年秋以降の穀物危機，翌年の石油危

機であった．

それでは，この時期の農政展開はどのようなものであったであろうか．小田切徳美は

戦後農政を価格政策，構造政策，生産政策等諸政策相互の関連構造について分析を行な
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っている．そこで小田切は，農業基本法以後の日本農政の展開過程を，①基本法農政期

（1960 年～1968 年），②総合農政期（1969 年～1972 年），③農政の不連続期（1973 年

～1985 年９月），④国際化農政期（1986 年～1991 年），⑤新政策期（1992 年～現在）

に区分している（これを，以下「小田切区分」とする）（註 11）．

しかし，小田切は，食糧危機下の農政を，「この時期の起点を画期づける世界食料危機

（1973 年）は，石油危機（同年）による高度経済成長から低成長経済への転換もあいま

って，農政内外における国内農業の『見直し』機運を強く生み出し，政策文書にも，そ

の前後の農政変化のトレンドとは明らかに異質＝別次元の要素を孕んで」おり（註 12），

「農政展開の把握のために，この時期を除いた，不連続の中での連続的な動向（『総合農

政期』から『国際化農政期』への連続的変化）に注目」し，「あえて農政の『不連続期』

と考え，本稿の考察に含めない」としているため，この時期の農政の特徴についての検

討は不十分なままであった（註 13）．

現在はあまり注目されていないが，「総合農政期」から「農政の不連続期」にかけて，

農業政策をリードし続けた政策構想グループがあった．「国際化に対応した農業問題懇

談会」（以下，「農業問題懇談会」とする）である．「農業問題懇談会」は，1970 年９月

29 日という，総合農政期突入直後に設立され，表１のような農業界および経済界の指導

者各９名を構成メンバーとして発足した．経済界の指導者等がメンバーに加わった理由

は，通貨危機に象徴される国際経済体制の動揺と高度経済成長から低成長経済への転換

に当たって国内農業の見直し気運が高まり，経済界をして『水上レポート』の構想した

安定成長型社会に国内農業を積極的位置づけ作業に参加する意欲を起こさせたためと見

られる．

表１「国際化に対応した農業問題懇談会」の発足時のメンバー

経済界 農業界
氏名 役職 氏名 役職

植村甲午郎
木川田一隆
土光 敏夫
永野 重雄
中山 素平
藤井 丙午
藤野忠次郎
堀越 禎三
水上 達三

（経済団体連合会会長）
（経済同友会代表幹事）
（経団連農業問題懇談会委員長）
（日本商工会議所会頭）
（海外技術協力事業団会長）
（経済同友会副代表幹事）
（三菱商事株式会社社長）
（経済団体連合会副会長）
（三井物産株式会社会長）

大沢 融
小倉 武一
片柳 真吉
東畑 四郎
東畑 精一
関口 秀雄
鍋島 直紹
三橋 誠
宮脇 朝男

（農林漁業金融公庫総裁）
（アジア経済研究所長）
（農林中央金庫理事長）
（日本銀行政策委員）
（東大名誉教授）
（全国販売農協連会長）
（全国農業会議所会長）
（全国購買農協連会長）
（全国農協中央会会長）

資料：国際化に対応した農業問題懇談会『日本農業の基本構想 食糧危機にそなえて』p.433
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表２は「農業問題懇談会」が公にした政策提言と小田切の示した農政の時期区分（以

下，小田切区分）との対応関係について示したものである．「農業問題懇談会」も，当然

ことだが，時の農政潮流に規定されていた．たとえば，「農村地域工業導入促進法」の制

定に影響を与えた第３回懇談会提言「農村地域への工業導入にともなう対策について」

は，小田切区分との関連でいうなら，「『離農の援助・促進』を目的とする農村工業導入

政策」という典型的な「総合農政」的政策提言といえよう（註 14）．

また，第 10 回懇談会提言「農政推進上の重要施策に関する提言」は，有効需要創出

と不安定兼業の安定化を目的とした「農村地域における社会資本の充実」，「農村地域へ

の工業導入の促進」等による離農援助とそれによる経営の大型化を目指す「近代的農業

経営等の育成促進」など，総じて「総合農政期」的色彩の強いものであった．同時に，

この提言は農業政策に初めて「ナショナル・セキュリティ」概念を導入した．「ナショナ

ル・セキュリティ」とは戦乱，災害等の「危機対応」に限定されるものではなく，「国民

生活の安定と国民経済の自立的再生産を維持」するためのものとして農業を位置づける

優れたアイデアだった．「ナショナル・セキュリティ」保持のために必要なのは「農地の

確保」を主体とする自給力の維持だとされた（註 15）．

穀物需給のひっ迫が明らかになり始めた 72 年夏以後に発表された，第 17 回懇談会提

言「農業・農村整備近代化基本構想」では，穀物危機深刻化を反映して，「国民生活に必

要な重要食料の供給については，ナショナルセキュリティの観点から原則として自給力

を増大する体制を整えるべき」とする，従来の主張に加えて「先進国中自給率の急速な

低下をみつつあるのは日本のみであって，（中略）今後自給率については，オリジナル・

カロリーによる自給率の上昇をはかるとともに，重要食料についてその自給率の維持向

表２ 国際化に対応した農業問題懇談会の諸提言

No 提言名称 日時 小田切区分
１
２
３
４
５

農村地域への工業導入にともなう対策について
農政推進上の重要施策に関する提言
日中農産物貿易について
田中新内閣に対する要望
農林中央金庫法改正についての要望

第３回
第 10 回
第 12 回
第 15 回
第 16 回

昭和 45 年 12 月 19 日
昭和 46 年 12 月 17 日
昭和 47 年２月 28 日
昭和 47 年７月 14 日
昭和 47 年９月 19 日

総合農政期

６ 農業・農村整備近代化基本構想 第 17 回 昭和 47 年 11 月２日 （移行期）
７
８
９
10

農畜産物の物価安定施策についての提言
農業承継者の教育についての提言
穀物備蓄体制の確立についての提言
農業・農村整備近代化に関する提言

第 21 回
第 24 回
第 25 回
第 25 回

昭和 48 年６月５日
昭和 48 年 10 月 23 日
昭和 48 年 11 月 29 日
昭和 48 年 11 月 29 日

不連続期

資料：国際化に対応した農業問題懇談会『日本農業の基本構想 食糧危機にそなえて』p.434．

註：小田切によれば「不連続期」は 1973 年（昭和 48 年）からとなっているが，「不連続期」は食糧危機対応

によって画期付けられており，また，1972 年秋には食糧危機が顕在化しつつあったという観点から，1972 年

秋の提言を移行期とした．
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上に目標を定めて努力すべきである」として，従来の自給力に加え，初めて「自給率の

維持」を掲げたのである（註 16）．しかし，第 25 回懇談会提言「農業・農村整備近代化

に関する提言」においても「食料自給率」の望ましい水準については結論を下すことが

出来ず，「国は，政策目標として，明確な食糧自給度の長期目標を確立し，それにもとづ

く農政を展開すべき」とした（註 17）．こうした問題点は，「食料問題研究会」の議論に

引き継がれたのである．

４．国会における食料自給率論の展開

(１)望ましい食料自給率水準をめぐる議論

日本の戦後農業政策において，「食料自給」は飢餓と食料不足の解決，貿易収支にお

ける外貨節約のための重要な論点であった．だが，1961年に登場した「農業基本法」は，

それまでの食料不安克服の農業・食糧政策から，「農業従事者の他産業従事者並みの所

得」を旗印とする，経済成長，食生活の多様化に対応した農政へと転換した．ところが，

昭和30年代末から，貿易自由化が急速に進み，食料自給率が急速に低下すると，食料自

給率をどの程度に維持するかが政治的な問題として認識されるようになった．ここでは，

経済自由化へと歩み始めた昭和40年代，佐藤内閣下での議論から分析を進めてゆく．

昭和45年２月17日の衆議院本会議における，公明党竹入義勝議員の「財界や政府の一

部の中には，安価な農産物の輸入を推進すべき」という声があるが「政府は一体わが国

の農産物の自給率をどの程度に維持」するのかと質問したのに対して，佐藤総理は「国

内自給率につきましては，基本的な考え方としては，国民の必要とする食糧はなるべく

国内でまかなうことが望ましい」が，「わが国経済全体としての効率の問題あるいは消

費者物価への影響などを考慮する必要もあり，端的に自給率として目標を設定すること

はいかがかと考えます」と応答している(註18)．佐藤の姿勢は，海外産の安価な農産物

への依存に基づく労賃水準の抑制を目的とした「消費者物価」への影響を気にしている

という意味で，「国際分業論」的発想を下地にしているといえるが，食料自給率の政策

目標化はリスクを持っているという点に気がついていたところは鋭い．

当時，食料自給率目標をあげた政策構想に，経団連の主催する日本経済調査協議会が

出版した『国際的観点からみた農業問題』（昭和40年）がある．そこでは，日本国内に

おける食料自給率を昭和55年度で77％と予測し，「わが国の食料需給構造の変化によっ

て，従来とられてきた封鎖的食料政策は不可能」としながらも，「自給率低下の限度に

ついてどの程度の目途をおくか」が問題であり，「先進諸国のなかにおいても，このよ

うな配慮を払っていない国は一つもな」く，食料自給率が最も顕著に低下した「イギリ

スおよび西ドイツにおいても，食料自給率向上については相当な努力を傾注して」おり，

「自給率の低下が無制限に進行しないような国内農業振興策を講ずる必要があ」るとし
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ている(註19)．

『国際的観点からみた農業問題』の描いたヴィジョンは，一部の人に危機感を抱かせ

た．例えば，昭和45年３月６日，衆議院農林水産委員会で，食料自給率問題をめぐる社

会党千葉七郎議員と倉石農相の議論では，望ましい自給率とはどの程度水準であるべき

かという興味深い議論が見られる．まず，千葉が，私は「『国際的観点より見たる日本農

業』という本を読んだことがある．その本の中に，日本の国内における食糧の自給率は

大体60％なり70％でよろしいのだ．大体イギリス並みでいいのだ．(中略)国内の食糧自

給率を60％，70％程度に押えれば，その不足分を外国から輸入をして，その輸入の見返

りに工業製品を輸出する．(中略)私は，こういう考え方は非常に誤った考えではないか」

（原文ママ）と指摘した(註20)．実際に，『国際的観点からみた農業問題』がこのよう

に述べていないことは，先の引用で確認できるが，千葉にこのような印象を抱かせた点

が重要である．さらに，千葉は「可能な限り日本の国民の主要食糧は国内において自給

策をとる．完全自給といわなくても90％なりあるいは85％なり」の自給策を考えなけれ

ばならないと指摘した．これに対して，倉石は「私は，そういう点においては非常に同

じような気持ちを持って，警戒すべきことだと思います(中略)政府としては，できるだ

け自給度を高めたい(中略)少なくとも80％程度の自給度は維持してまいりたい」と応じ

た(註21)．

倉石が挙げた「80％程度の自給度」は，何を根拠に述べているのかははっきりしない

が，昭和47年３月11日には，当初，慎重な姿勢を示していた佐藤が「80％程度の自給を

目標にしてやれば，いわゆるみずからの食糧ばかりでなく，同時に飼料をも含んで，そ

の辺の確保ができるように思」う，「基本的な食糧の問題については，やはり自給度を

高める，こういうことで努力すべきだろう，かように私は考えます」と述べていること

から，この時期に，政府の中で，自給率維持目標を80％前後とすべきという認識が形成

されていったことが伺えるのである(註22)．

(２)オリジナルカロリー自給率の登場

田中内閣下の昭和47年８月，ソ連の大量の穀物買い入れが発覚した．同年10月11日，

農林省は「農産物需給の展望と生産目標の試案」(以下，「生産目標試案」)を自民党総合

農政調査会に提出した．これは政府が初めて政策上自給率目標を提示したものとなった

(註23)．その骨子は，維持すべき農産物全体の自給率水準を73～77％を目標に設定し，

①自給率80％乃至は完全自給を目指す国内自給グループ，および海外依存グループに分

ける．麦類および大豆は海外依存グループに分類する，②畜産草地を2倍増にし，減反

対策を兼ねて耕地は10％減少させる，という内容となっている．昭和47年11月１日の参

議院本会議では共産党春日正一議員の質問に対して，田中首相は「農業に対しては，ま
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ず生産性を上げるために，生産基盤の整備と農村の生活環境の整備を計画的に推進して，

高福祉農村を建設するということが大前提」としながら，「国内農業の根幹をなす主要農

産物については，完全自給ないし80％以上の自給率を確保する」と明快に答えている(註

24)．

ところが大豆価格高騰が問題化した後の，昭和48年３月６日の衆議院農林水産委員会

における桜内農相と公明党瀬野栄次郎議員の議論においては，瀬野が日本の食料自給率

は他の先進国中でも類を見ないほど急速に低下し，特にオリジナルカロリーでは40％前

後にまで低下した．今後は，食料総合自給目標は少なくとも80％以上にすべきで，「特に

オリジナルカロリーでの自給の向上」を目指すべきと指摘したのに対して，桜内はオリ

ジナルカロリー自給率について「昨年の十月の『試案』でまいりますると，大体75％前

後のところで自給率を考えておる」が，「生産目標試案」は「国際的な食糧需給の逼迫と

いうものが反映はしておら」ず，「飼料についてはもう少し考えたほうがいい」とし，飼

料自給率の増加を含めれば，「そう違わないところにいくのではないか」と述べて，「生

産目標試案」における，国内自給グループと海外依存グループの設定の見直しの必要性

を認め，暗にオリジナルカロリー自給率80％を目指すことを表明した(註25)．

オリジナルカロリー自給率が政策的に重視される契機をつくったのは，すでに指摘し

たとおり，「国際化に対応した農業問題懇談会」の提言の影響によるものである．財界関

係者が多数含まれていたにもかかわらず，農業保護的政策構想を次々に打ち出して注目

を集めたこのグループが，オリジナルカロリー自給率重視を提言したのである(註26)．

これを契機にオリジナルカロリーベースでの自給率を用いた議論が一般化する．日本の

ように主食のコメが完全自給状態にある場合，「米があれば心配ない」という安心感が強

く働き，麦・大豆の異常に低い自給率の問題点など顧みない．だが，オリジナルカロリ

ー自給率は生命維持のためのカロリー供給をどの程度外国に依存しているのかが直接的

に表現されるため，問題がはっきりと認識されたのである．とくに，飼料作物の自給率

が低いことは「重大な欠陥」と考えられるようになった．

４月２日には桜内農相が農政審議会に「日本の農産物の需給の長期見通し」について，

農林省は農産物自給率目標を引き上げる必要があるか，あるいは，「飼料穀物」について

だけでも自給率を引き上げる必要があるかを検討するよう指示した．これは，「長期見通

し」が，飼料の海外依存を前提としていたため，再検討の必要に迫られたのである(註27)．

農林省はさらに省内に「飼料問題研究会」を発足させた(註28)．

(３)穀物危機から畜産危機へ

穀物危機は状況を楽観視していた日本政府を裏切る形で展開した．6月14日にニクソ

ンが発表したインフレ対策の中に大豆などの輸出制限措置が盛り込まれていたのである
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(註29)．当初，桜内農相の見解は「今回のニクソン大統領の声明というものが国内的な

対策，アメリカ自身のインフレ対策であ」り，海外からの買い付けによって国内価格が

上がるのを防ぐ「歯どめ的な構想」として，「直接的に日本のいまの農産物の需給の関係」

ついて「直ちに問題が起こるとは見て」いないとしていた(註30)．

ところが，アメリカは６月27日に，「27日船積み分」以後の大豆の輸出禁止を発表し

た(註31)．翌6月28日にはインソガル駐日大使が外務省を訪れ，大豆禁輸措置について

「日本への安定供給分確保のための措置」と弁明した(註32)．しかし，国会は混乱状態

になり，社会党までもが安全保障条約の履行＝輸出規制解除を求める事態となった(註

33)．

こうして，政府は将来の食料需給政策についてはっきりとした態度をとることを迫ら

れる．48年７月６日には穀物需給の逼迫に対処するため，農業政策の基調修正を発表．

それは，①これまでのように海外市況を眺めながら価格の低下した時に買い入れを行う

方法を改めて，輸出国側と長期契約を結ぶ，②穀物類の過半をアメリカ一国に依存する

姿勢を改め，輸入先を分散する，③開発途上国からの開発輸入を重視する，④一定量の

国内備蓄を進めるとの方針を明らかにした(註34)．

これまでアメリカの意向に沿って，残存輸入制限品目を撤廃し，農産物自由化を「日

本農業の進路について十分な検討を行うことなく」推進してきた政府の中には，アメリ

カに裏切られたという怨嗟の感情が渦を巻いた(註35)．７月12日には，桜内農相が農産

物規制を行ったことについて，アメリカの「見識を疑う」と批判し，①世界的な食糧需

給の変化に対応して，日本も食料自給率を引き上げる．特に基礎食料についてはナショ

ナルセキュリティーのためにも相当程度の自給率を確保する，②生産振興のため，基盤

整備事業ばかりではなく，価格政策も強化する，③生産調整は予定通り，50年度まで継

続するが農家の生産意欲を刺激するような形で見直しを行うと，農政方針の転換を重ね

て表明し，食糧自給路線への転換を強く印象付けた(註36)．

これに対して，アメリカは新穀については輸出規制の対象外にすること(註37)，さら

に，ニクソンが輸出規制を拡大しないことを言明し，日本の自給路線転換を「冷却」す

ることに努めた．昭和49年４月13日～18日には，アメリカのバッツ農務長官が日米間の

農産物貿易問題について協議を行うため来日した．新聞はバッツの日本滞在の真の目的

は「米国農業への日本の依存度をさらに高めさせていこうとのねらい」が秘められてい

ると指摘し，政府も「警戒心を強めている」と報じた(註38)．

16日，バッツは農林省と協議を行ったが，その席で日本側に，アメリカは従来にもま

して生産増強に力をいれ，輸入国に対する「信頼できる供給者」となることを約束する

一方で，日本に対して，アメリカ穀物によって「在庫水準の増大」を自らが行うことを

求めた．日本は「在庫水準の増大」の要請をかわして，倉石農相から「穀物や大豆，木
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材，綿花など米農産物に大きく依存している日本として」は，「一連の輸出規制措置など

は大きな衝撃だった」とアメリカを非難し，アメリカに対して今後も日本の安定的輸入

に対して協力を求める一方，「日本は国内の農業生産の拡大など内外両面に重点を置い

た食糧の安定確保に最大の努力を払う」と表明した(註39)．

17日，バッツは日本記者クラブにおいて，食糧問題に対するアメリカの基本姿勢を説

明し，現在の食糧不足は一時的なもので，今後，需給は大きく緩和するとの見通しを述

べ，「米国は貿易自由化をさらに進め，日本とともに農産物貿易の拡大を追及しようと決

意している」と述べて，日本農政の「穀物など基礎的農産物」分野における対米依存脱

却指向を「間接的に，しかし厳しく批判」した(註40)．これに対して倉石農相は18日，

「国土資源の制約などから，どうしても輸入に依存せざるをえない農産物（飼料穀物や

大豆など）は，海外から安定輸入するための対策を」とらざる得ないとしながら，「食糧

については，安いものは輸入に依存すればよい，との単純な国際分業論をとるべきでは

なく，国内生産の増強に全力をあげる」と反論した(註41)．政府はそれまでにも「海外

から安定輸入」先として東南アジアを中心とした開発輸入に依拠することを表明してお

り，これは，実質的にはアメリカを多数の交渉相手の中の一つとしてしか見ないという

宣言であった．

10月４日，アメリカは再度，穀物の輸出事前承認制を採ることを明らかにしたため，

農林省は，「当面日本に影響は無い」との国内向けの見解を発表するが(註42)，一方で，

飼料穀物不足はもはや免れず，これまでの畜産奨励政策を見直すべきという声が，農林

省上層部からも出始めた(註43)．アメリカも日本に対する穀物輸出は保証するとの声明

を繰り返す一方で(註44)，日本国内の食料自給体制論の活発化について，アメリカの許

可もなく日本が自給政策を行うことは許さないという「支配者」意識をむき出しにした

(註45)．

こうした米国の農業政策の錯綜は，いやがおうにも，日本側に対米不信を募らせ，農

産物自給率向上の重要性をいよいよ強く認識させた．いまや，穀物自給率の向上も，よ

り具体的に，飼料農産物の自給率向上とされた．穀物危機において，最も大きな影響を

こうむったのが，高度経済成長以前から輸入穀物飼料を基礎に発展してきた畜産であっ

たからである．

穀物危機の対策として政府の打ち出した「穀物自給路線」とは，国会における議論の

内容から，①食用大豆，飼料用大麦，飼料作物の増産に力を入れる．②食用大豆につい

ては８割程度を自給できるよう検討する．③飼料作物については海外産との価格関係な

どから，濃厚飼料は海外産に依存するが，粗飼料については国内生産に重点を置いてほ

ぼ自給できるようにする，④濃厚飼料を粗飼料に置き換えて，濃厚飼料の海外依存率を

引き下げる，⑤これら自給率の向上には構造改善等基盤整備による生産性向上が伴うこ
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とが前提になる，というものであった．これは，田中内閣が発足当初から示していた，

生産性向上のための基盤整備と自給率の向上という，政策の「入り口」と「出口」を明

示した政策的枠組みを踏襲したものであることがわかる．そして，国会での議論を経て，

自給率向上の内容がより具体的なものとなっていったのである(註46)．このような構想

に基づき，穀物の国内自給体制構築の道筋をつける議論を行うため「食料問題研究会」

が発足したのである．

５．「食料問題研究会」における議論 －「食料問題研究会」議事録の分析と検討－

ここでは，「食料問題研究会」議事録のうち入手できた第2回，第4回，第５回議事録

及び配付資料から「食料問題研究会」の議論を明らかにしていきたい．

「食料問題研究会」は，経済企画庁総合計画局の要請に基づき，1974年9月に設置さ

れた．委員の構成は表３のようである．事務局は経済企画庁総合計画局が担当した．

（１）第１回会議と第２回会議

第１回会議は，1974年９月13日，経済企画庁において行なわれた．第１回会議の議事

進行は「１委員紹介，２総合計画局長挨拶，３食糧問題の現状と動向，４今後の運営に

ついて，５その他」のように行なわれた(註47)．

第２回会議は，1974年10月２日，「食糧需給の展望と食糧政策の基本方向について」

というテーマで，農林水産省森実孝郎官房企画室長が報告を行なった．森実は農産物国

際需給の中長期的展望について，輸入国にとって有利な買い手市場に戻ることは期待し

難いが，これは農産物の絶対的な量の不足によるのではなく，価格関係，市場構造の変

化であるとの認識を示した(註48)．そして，日本の食糧自給力低下の要因のうち，特に

「畜産物生産拡大に伴う飼料穀物の輸入」が大きな問題であり，「自給力の維持，向上を

図るため，農用地の開発，水田の裏作利用が必要であるが，作目としては，麦及び牧草

等飼料作目にしぼられる」と指摘し，今後の食糧政策の方向として，①「国内自給力の

表３ 食料問題研究会委員

氏 名 所 属
座長
委員

並木 正吉
石光 亨
荏開津典生
田村真八郎
室田 泰弘
持田 恵三
山田 三郎

農業総合研究所計画部長
神戸大学経済学部教授
東京大学農学部助教授
食品総合研究所食品流通研究室長
日本経済研究センター研究員
農業総合研究所国際研究室長
東京大学東洋文化研究所助教授

資料：「食料問題研究会委員名簿」より作成．

註：役職は発足当時のもの．
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向上」，②「輸入の安定化」，③「食生活についての再検討」，④「新しい蛋白質源の開発」

を提示した(註49)．

質疑では，先ず，石光委員から，農村地域の発展には，その地域の資源＝米を最大限

に有効利用し，アグリビジネスまでを含めた施策が必要として，精米施設を生産地に立

地させ，米ぬかや米ぬか油等の精米副産物の有効活用を行ない資源ロスを防ぐ一方で，

農村における地域産業の発展・多様化を図るような政策的展望があるのかという質問に

対し，混米などを行なう必要から，農林省としては都市部での大型集中精米に重点を置

いており，精米副産物の有効利用も既に無駄なく行なわれているとの説明があった．

次に山田委員からは，①農用地の改廃面積の今後の動向，②他の農産物に比較して，

米が相対的に有利になるような価格政策が採用されているが，これが，再度米過剰を招

くようなことにならないか，米以外の作物の生産を誘導できるのかとの質問が出された

(註50)．

まず，①に対しては，今後10年間で農用地壊廃によって55万～70万haの住宅用地，公

共用地等が必要であり，極力抑制しても50万haは改廃されると予測し，さらに，耕作放

棄地については土地改良のあり方を再考し，耕作放棄させないような対策を講じる．②

に対しては，「卒直に言って46，47年以降価格政策がおかしくなっている．(中略)農業

と非農業のアンバランスの是正ということに問題が集約して来た」として，価格政策の

性格が本来の生産誘導目的から，所得調整目的へと完全に変化したとしている．そして，

米と他の農産物の価格政策について「枠外で支出する各種奨励金によって平準化を図」

り，「この奨励金を更に積極的に交付し平準化を促したうえで，戦略的に重要な作物を伸

ばすような政策を考えて行きたい」と答えた(註51)．また，持田委員からは，価格政策

は生産誘導のためのものであると同時に，需要に対する影響も持つはずで，この点も考

慮に入れて価格政策を行なうべきであると指摘した．これに対して，森実は持田の指摘

を認め，「畜産物については，価格による消費の抑制機能は，ロングランではあってもよ

い」と述べて，価格政策により，国民の食生活構造を誘導することについて含みを持た

せた(註52)．

（２）第３回会議と第４回会議

第３回会議は，1974年10月30日，「資源からみた食料問題について」(報告者：石光)

及び「食生活の評価等について」(報告者：田村)というテーマで行なわれている．

「資源からみた食料問題について」は『第４回食料問題研究会議事要旨』から「①農

村における加工産業の育成について，②たん白食料供給及び地力の維持・回復の見地か

らする草地酪農の育成について，③エネルギー消費と食料生産，食料消費」について検

討が行なわれたとみられる(註53)．また，「食生活の評価等について」は，配付資料か
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ら，生理的側面，心理的側面(味覚，嗜好)から食生活の評価を行ない，第２回会合にお

いて持田より指摘のあった，価格政策による食生活の誘導の可能性等について議論が行

なわれたとみられる．

第４回会議は，1974年12月６日，「資源からみた食料問題について(続き)」(報告者：

石光)及び「国民経済における農業の地位について －昭和60年の日本経済予測から－」

(報告者：室田)というテーマで行なわれた．石光報告については，前回の「①農村にお

ける加工産業の育成について，②たん白食料供給及び地力の維持・回復の見地からする

草地酪農の育成について，③エネルギー消費と食料生産，食料消費」について議論が行

なわれた．石光の問題提起に対して，①産地精米は付加価値が相当高い必要があり，産

地に集めることは運搬費用が余計にかかるためメリットがあるか疑問(持田)，②草地酪

農は草地資源の制約，堆厩肥利用における労力問題があり，きめ細かい検討が必要(山田)，

③生活排水も資源であり，工業排水との分離が必要(田村)，④乳牛を1,200万頭飼育す

るにはどのような条件が必要か具体策に乏しい(並木)，という意見が出され，特に，④

の問題については，飼料の海外依存を前提にせざるを得ず，草地の確保の他に冬季用乾

草製造貯蔵施設の整備が必要であり，石光の構想の実現は不可能との厳しい意見が相次

いで出された(註54)．

室田報告は昭和60年(1985年)における日本の経済予測を行なった．その要旨は表４の

ようになる．室田報告に対して，①成長率９％の妥当性，②世界貿易シェアにおける石

油，食料の地位とナショナル・セキュリティの観点から見たエネルギー，食料の自給率

基準について議論が行なわれた．特に②については次のような議論が行なわれた．

「(並木)エネルギーのGNP弾性値は石油に限定すればどうなるか．

(室田)原子力の供給比率が高まり，少し落ちる．

(並木)石油輸入の伸びは年率８％程度ということか．

(室田)そうだ．価格が上っても量的には確保しなければならない．８億キロリットル程

度になろう．

(並木)輸入に占める食料は低成長の場合どうなるか．

(室田)上がることはない．

(新藤)(中略)セキュリティーの基準をどのように計測したらよいのか．

(室田)(中略)セキュリティーについてはイギリスを上回る食料自給率プラスエネルギー

自給を高めるということで試算すると，昭和36年ぐらいの経済規模になる．

(並木)昭和35年程度に落せば，イギリス並みの自給率は確保出来よう．食料について

も，食生活を落せば自給率は上る」(註55)．
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ここで，室田の「昭和36年ぐらいの経済規模になる」との指摘は各委員に衝撃を与え

たに違いない．昭和35年前後は高度経済成長の出発点とされており，仮に80％の自給率

に回復させようとするなら，高度経済成長の成果が，数字上はほぼゼロになることを意

味すること，室田の指摘のあと研究会の議論が急激に「自給率向上」断念へと傾いてい

くことでもわかる．自給率を政策目標に掲げることは得策ではなく，「食糧自給力維持」

を政策上の課題にせざるを得なくなったのである．

並木委員は，「セキュリティ確保の基準については，まさかの場合と限定しないと設定

が難しい．昭和35，36年頃の食生活を前提に人口増分をプラスしたものを確保すると考

えることになるのではないか」と述べ(註56)，さらに，「省資源型に産業構造を変える

のはいいとしても，個人が好んで食うものをやめろとは言えない．自給率も最低必要量

を基準として論議すべきだ．そして最低必要量を賄うための基盤整備のできた水田等を

確保することが先決問題である」と主張した(註57)．山田委員が「政府が気をつかうの

は生存できる量だけ」いわゆるナショナル・ミニマムの設定が必要で，あとはプライス

メカニズムを働かせればよい」と同調した(註58)．これに対し，並木委員は「その意味

で，潜在生産力の確保，休耕地管理は必要だ．米の生産調整は，いざという時の潜在生

産力の保持について明確な論理がなかった」と述べ，山田委員は「食生活の質的向上も

表４ 食料問題研究会室田報告要旨

項目 要旨
① 予 測 の フ レ ー

ム・ワーク
成長率：９％，物価抑制手段：無し
投資：従来の民間設備投資主導型から公共投資，住宅投資主導型へ移行

社会資本の充実，福祉対策が改善するが国民の負担も増加
産業構造：省資源化がすすむ
社会の状況：社会的には生産と管理の機能分化が進み，生産部門の地方
分散，中枢機関の都市集中が進行．海外との交流は緊密化．環境も昭和
30 年（1955）水準に戻る．

② 食料需要の形態 洋風化の進行．カロリー摂取量の増加．エンゲル係数の低下．
価格所得弾性値による予測
主食：消費量の減少
野菜：消費は伸びないが洋風化進行，
魚介類：需要伸びるが所得階層別により品目が分かれる．
肉，牛乳，卵：鶏肉及び卵は伸びない．牛肉，豚肉は価格下がれば，消

費は伸びる．
嗜好食品：高級化，多様化傾向が進む．

③ 産業構造の面か
ら見た農業

予測前提：国際分業論的立場から積極的自由化と知識集約型産業構造へ
の転換．
生産額の伸びは低い．労働力の高齢化・婦女子化が進行．

④ 貿易構造の面か
ら見た農業

輸入品のうち食料品が占める割合は低く，今後も低下する．
食料品の価格が上昇しても，総体価格が上昇するので，国際競争力のあ
る日本が，国際収支赤字の発生を心配することはない．

資料：『第４回食料問題研究会議事要旨』pp.４～５．
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又，人間生活向上の点から必要である．オーストラリア等の肉をもっと国民に安く供給

し，一方で国内畜産を保護するため政策的には不足払制度を導入したらどうか」と応じ

た(註59)．

3)第５回会議と第６回会議

第５回会議は，1975年１月10日，「日本経済の中における農業の役割について」(報告

者：持田)というテーマで行なわれた．持田は，日本経済における農業の役割として，①

食料供給，②就業の場，③環境保全機能，④社会の構成(農村)の４つが考えられるとし

ている．

このうち，食料供給については，従来，高度経済成長，世界的貿易拡大の影にかくれ，

農業の供給面は軽視されてきた．しかし，72年の穀物危機により国内農業の供給力が見

直されることになった．この変化の背景には世界貿易・経済基調がInternationalism(国

際主義)からNationalism(一国主義)へと転換，資源ナショナリズムが台頭したことがあ

る．このような状況の下で，日本は安価なエネルギー，資源の輸入が困難となっており，

先進国の相互依存による高度成長時代は終りを告げ，低成長時代へ移行すると考えられ

る．こうした，国際社会におけるNationalismの高まりのなかでは「セキュリティー論

としての食料の自給問題」が問われるのは当然で，「自給度を高めるためには国内資源の

有効利用しかない」と述べた(註60)．

ここでいう「国内資源」について，持田は「国内資源としては土地，技術をもった労

働力等が考えられる」と述べ，労働力については低成長下では中高齢層の就業機会の減

少に伴って，中高齢層労働者が農業へ還流すると考えられる．この中高年齢労働者の有

効利用が重要とした(註61)．また，土地については，「遊休耕地の利用及び未利用地の

耕地化」が重要で，その場合には「水田を中心として，その裏作の利用と草地における

乳牛飼育が日本の自然に合った資源利用の方向」と指摘した．そして，こうした土地利

用方式によって，米麦をあわせて1,700万～1,800万ｔ程度，草地だけで乳用牛150万ｔ

の確保が可能とする資料もあると述べた(註62)．

次に，持田は前回の山田委員の指摘を引き継ぐ格好で，「自給度を，どの程度高めるか，

セキュリティーの立場から，ナショナルミニマム自給度を，どの水準に設定する」べき

かについて意見を述べた．ここで「セキュリティー」とは「戦争とか不測の場合のみを

想定したものではなく自立経済の前提としてとらえられるべきものである」としている

(註63)．

図１は持田の食料需給政策における自給枠の設定方法について述べたものである．持

田は「ナショナルミニマム自給度」の設定について，「食料必要量の水準を設定するのは

難しい」としながらも，「第一次必要量」，「第二次必要量」，「第三次必要量」の3段階に
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分けて考察する．「第一次必要量」は国民一人一人が生きていくために必要な量，すなわ

ち，生命の維持とそのための再生産活動に必要な水準としている．「第二次必要量」は「国

民一人一人の社会的必要量」で，生きる為にはもちろん，高度な経済的・社会的・文化

的活動を行うために必要な水準である．「第三次必要量」は「第二次必要量」＋嗜好品等

であると定義した．セキュリティー論としては，「第一次必要量」，「第二次必要量」をナ

ショナル・ミニマムとして設定すべきで，「第一次必要量」は国が責任を持って確保する

必要があり，100％自給できる体制を作るべきである．このためには，食用穀物供給に

対する食料管理体制の拡大，価格政策，PRによる消費誘導が必要であるとしている．

「第二次必要量」については，「国民の標準的食生活」というべきものであるから，自

給率を80％前後に設定する共に，輸入飼料穀物等は安定確保のため積極的備蓄を行なう

べきである．「第三次必要量」については，輸入の安定化は必要であるが，基本的に自由

とし，ぜいたく品については関税賦課をかけ，それを第一，二次の価格政策にまわすこ

とができるとの構想を述べた(註64)．

これに対し，山田委員から「麦を300～400万ｔ自給するとのことだが，現在の麦価水

準からみて可能か．兼業収入に比べ麦価を相当上げなければ増産は期待出来ないのでは
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ないか．又国際的に安価な麦が輸入可能な場合もそれだけ確保しておかねばならないだ

ろうか」とのコメントが出され，持田は「今回は具体的生産方式にまで触れてない．そ

の意味では画にかいた餅だ」と応じながらも，「しかし増産のため必要であればセキュリ

ティーコストとして上げてもよいのではないか」と指摘した(註65)．並木委員も「麦の

生産コストを下げるためには生産地をまとめることが必要である」として，コスト低下

の努力を行いながら，自給体制作りをすることの必要性を認めた(註66)．

だが，一方で，室田委員から反対論ではないとの前置きとともに，「セキュリティーを

考える場合自給率が低い方がよいという見方も成立つのではないか，すなわち金さえあ

れば何とかなるのであって経済力を高めることが一つのセキュリティーだという見方も

出来るのではないか．石油は上ったが日本は買うことが出来たという例がある」と強烈

な指摘を行った(註67)．山田委員も「アメリカ農業に価格のインセンティヴを与えてお

けば農地の狭い日本で自給率を高めるより安くつき，安定的輸入に力を入れておけばよ

いという考えも成り立つ」，田村委員からは「第１次のものだけは極力確保するが，それ

以外は自由にしておいて経済力を養いそれに依存するということは考えられる」との意

見が出された(註68)．

これを受けて並木からは，「一次必要量ということを考えれば実面積で550～600万ha

あれば米，麦，イモ等により1人当り2,000カロリーは賄えるという試算もできる．その

場合，麦，イモが戦略的作目として考えられるのではないか．そしてこのためには，畑

の表にイモを，裏に，麦を作り，又水田については何時でも裏に麦が作れるよう水利等

基盤整備を今のうちから進めておく必要があるのではないか．安く輸入出来る時には眠

らせておいてよいが，潜在生産力は今のうちから確保しておくというのが一つの案では

なかろうか」とのアイデアを示した(註69)．持田は「私は潜在生産力としてではなく現

実の生産力として一次必要量を確保せよと言った」が，これは生産コストが高くても良

いということなのではなく，「実際に作っていけば努力によりコストも下がるという伏

線もあ」り，「実際に作ってみなければコストの下がる余地もない」と反論したのに対し，

並木が「潜在生産力と現実のものとを接近させることが必要で，そのためには構造政策

が不可避である」と応じた(註70)．

第６回会議については，第５回議事要旨の最後の部分から及び配布資料から，1975年

２月14日，山田委員の報告で①潜在自給力について(山田)，②スウェーデンの食糧備蓄

政策等の検討が行なわれた模様である．

以上のように「食料問題研究会」には，自給率向上のための具体的な構想として，資

源の有効利用を中心とする「石光案」とナショナルセキュリティ維持の観点に立った「持

田案」があったことが伺える．両者とも，示唆に富んだ構想といえるが，このうち石光

案は実現可能性に乏しいとして強い批判を浴びた．一方，持田案は安全保障の観点から
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非常に重要なもので，現在でも検討されるべきものといえる．

だが，これらの自給率向上構想に対して，「食料問題研究会」の議論は，食料政策の方

向性を「アメリカ農業に価格のインセンティヴを与え」て，「農地の狭い日本で自給率を

高めるより安」い，「安定的輸入に力を入れ」るべきであるとした．そして，その安定的

輸入を保証する基礎力として，「経済力を高めることが一つのセキュリティー」であると

いう見解を示したのである．

６．「食料問題研究会」の政府への影響

これまでの検討を通じて，佐藤内閣下で登場した食料自給率に関する議論が，オリジ

ナルカロリーベース自給率の登場を経て，食糧危機によって国家的な議論となってきた

ことを確認した．さらには，政府もこれに応える形で日本農業生産上の弱点である，飼

料，大豆，麦類などの作物の増産方針を固めてきたが，これは同時にアメリカの強い反

発を呼んだ．折しも「金脈問題」によって田中内閣は崩壊，懸案の自給率問題は保留の

ままで，三木内閣に持ち込まれたのである．

第75回通常国会衆議院本会議において次のような議論が交わされている．昭和50年１

月27日，質問に立った日本社会党広瀬秀吉議員は次のような質問を行なった．「いま，世

界的に食糧需給が逼迫しています．この中で，日本の食糧自給率は急速に低下し，国民

に大きな不安を与えています．(中略)国内食糧自給率53％，穀物自給率に至っては43な

いし41％と，先進諸国の中で最低の自給率でございます．(中略)私はここに，具体的に

要求します．80％以上の自給度確保をまず中心目標に据えることです．日本経済の中で

占める農業の位置づけ，農基法にはそれがなかったのです．今度は，この農業の位置づ

けをしっかり，はっきりさしてください」(註71)．

これに対して，当時の三木武夫首相は，「食糧という問題は，いま石油ということが大

問題になっておりますが，しかし，これは最も基本的な問題であって，食糧問題という

ものは，国民が不安を持つようなことになれば，国の安定の基礎は崩れるわけでありま

す．(中略)ただしかし，いま広瀬さんの言われたように，80％の自給率を設けてやれと

いうのですが，私はこの自給率を，いまのままではこれはいけませんから，水田の裏作

奨励なども今度の予算に計上してありますし，自給率を高めるために努力はしなければ

ならぬけれども，80％ということには相当の無理がある．(中略)やはり国際協力という

ことも，食糧問題の確保には，これは無視することのできない現実的な条件であるとい

うことも申し上げておかなければならぬのでございます．ことに，こういう食糧問題と

いうものは，日米間の協力の大きな問題点の一つである」と述べた(註72)．

また，安倍晋太郎農林大臣(当時)も「穀物自給率を80％以上に確保する施策を講ずべ

きであるとの御質問でございますが，(中略)わが国における穀物自給率の低下は，畜産
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物等の生産が非常に高いテンポで増加した一方，わが国の土地資源等の制約もありまし

て，濃厚飼料の輸入が著増しておるということが主たる原因でございます．最近の国際

的な食糧事情の変化から見まして，わが国の穀物生産力を高めていく努力はいたさなけ

ればならないことは当然でありますが，わが国の生産条件に合わない穀物については，

外国からの安定輸入に依存するほかはなく，畜産物消費の増大と相まって，広瀬さんの

御指摘がありましたように，昭和35年ごろの80％以上の自給率を再現するということは，

きわめて困難であり，不可能である」と述べたのである(註73)．安倍農林大臣の場合に

は，「昭和35年ごろの80％以上の自給率」という発言は，「食料問題研究会」における室

田の指摘とほぼ一致しており，「食料問題研究会」の議論の強い影響を認めざるを得ない．

元々，田中内閣は農業政策では，「農業に対しては，まず生産性を上げるために，生産

基盤の整備と農村の生活環境の整備を計画的に推進して，(中略)これによりまして，国

内農業の根幹をなす主要農産物については，完全自給ないし80％以上の自給率を確保す

る」として，生産基盤の整備と食料自給率向上という，いわば，「入り口」と「出口」が

明確に示されていた(註74)．ところが，三木内閣では「食糧供給の安定の基本をなすも

のは」，「国内農業の自給力を高めることであり」，そのためには「農業にとって必要な土

地及び水資源を確保し，これを良好な状態で管理するとともに，高度に利用していくこ

とが基本であ」るとして，食料自給力の向上＝農地の整備・維持管理を目標にすえるこ

ととなったのである．これは，農地の整備・維持管理という本来は政策の手段・過程で

あるものを目標にすえることで，政策の「出口」を曖昧にする転換であったといえる(註

75)．

「食料自給力の維持」という政策には，別の重大な副作用もあった．「食料自給力の維

持」は，言い換えるなら「生産力備蓄」ということになる．「農業問題懇談会」や「食料

問題研究会」の持田報告が「ナショナル・セキュリティー」を戦争とか不測の場合のみ

を想定せず，自立経済の前提としてとらえられるべきと指摘したが，このことが通俗化

して，有事／平時の二項対立として捉えられ，備蓄された生産力＝「食料自給力」は有

事に発動させればよいのだという誤った考えを生んでしまった．

こうして，農政は「食料自給力の維持」を目標としながらも，肝心の自給率目標のな

いままで，農村整備や基盤整備事業に傾斜していったのである．このように極めて短期

間の間に食糧政策の基調を180度変えたのが，「食料問題研究会」の議論だったのである．

以後，農政において「自給率目標」を示すことは長く封印されることとなった．

７．おわりに

以上のように，食糧危機下での「食料自給率」を巡る議論は「食料問題研究会」の議

論を契機に「食料自給力の維持」へと転換され，農村整備，基盤整備事業が活発に行わ
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れ，「負の遺産」として農地の「過剰整備問題」を残したが，同時に，農業の多面的機能

に注目した政策の展開へ途を開いたともいえる．

一方で，このことは具体的な食糧安全保障のあり方を否応なく模索させることとなる．

この議論は日本とアメリカとの同盟関係の強化により，軍事だけでなく，食糧需給・備

蓄をも含めた，いわゆる「総合安全保障」へと向かったと考えられる．そして，何より

も，現代日本社会が「経済発展」と引換えに，食料海外依存路線を選択せざるを得なか

ったことを示しているのである．そこには，「国際化」日本の現在にまで続く最重要課題

である国家的アイデンティティー確立と戦後農政のきわどい関係が隠されているといえ

る．

(註１)こうした傾向は，昭和30年代後半の日本経済の国際化の過程で無定見な輸入制限

の撤廃によって，不作為的に農業衰退に追い込まれていったことについて指摘できる．

(註２) 引用文献〔２〕pp.28～31．

(註３)『朝日新聞』夕刊昭和47年7月22日．足立農相(当時)は，田中首相と面会し，7

月25～28日開かれる日米通商協議に事前打ち合わせとして，オレンジ，ジュース，牛肉

など農産物の輸入枠拡大などの指示を出すことは絶対にしないで欲しい．「そのかわり

に飼料などの輸入量をふやすよう」農林省の事務当局に検討させていると伝えたとされ

る．

(註４)坂田英一は戦前農林省の技官を勤める，戦後，政界入りし技術官僚出身者として，

初めて，農林大臣を勤めた．戦前農林省において「農政の神様」と謳われた石黒忠篤の

影響を強く受けた，農本主義者として知られる．

(註５)「第51回国会参議院農林林水産委員会会議録」第６号，p.4，昭和41年２月24日の

坂田農相と社会党渡辺勘吉議員の議論．坂田がオリジナルカロリー自給率の問題点に着

目した答弁を行ったときに，「価額」ベース自給率の議論をすり替えるものだと批判さ

れたこの答弁は，国会で初めて「オリジナルカロリー」の概念を用いて，自給率問題を

論じたものであった．

(註６)引用文献〔７〕pp.232～233，「これは，日本が，西欧諸国のように外貨準備の増

加分を金の保有高増加に振り向けるのではなく，国内産業設備の最新鋭化への投資に振

り向けることを意味した」．

(註７)引用文献〔７〕pp.234～235．

(註８)引用文献〔５〕p.１．

(註９)引用文献〔５〕．引用部分は「はじめに」p.１及び本文 p.3～６の要約．

(註 10)引用文献〔５〕p.３．
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(註 11)引用文献〔４〕p.4．

(註 12)引用文献〔４〕p.６．

(註 13)引用文献〔４〕p.４．

(註 14)引用文献〔１〕p.435．

(註 15)引用文献〔１〕pp.436～440．

(註 16)引用文献〔１〕p. 444．

(註 17)引用文献〔１〕p.56．

(註 18)「第 63 回国会衆議院会議録」第４号，p.49，p.52．昭和 45 年２月 17 日．

(註 19) 引用文献〔３〕p.110．

(註 20)「第 63 回国会衆議院農林水産委員会議録」第３号，pp.５～６．昭和 45 年３月

６日．

(註21)「第63回国会衆議院農林水産委員会議録」第３号，p.６．昭和45年３月６日，

(註22)「第63回国会衆議院物価問題等に関する特別委員会農林水産委員会商工委員会連

合審査会議録」第１号，p.５．昭和47年３月11日．

(註23)『朝日新聞』昭和47年10月11日．

(註24)「第70回国会参議院会議録」第４号，p.14．昭和47年11月１日．

(註25)「第71回国会衆議院農林水産委員会議録」第６号，pp.７～８．昭和48年３月６

日．第71回国会からオリジナルカロリー自給率に関する本格的な議論行われ始めた．

(註 26)「農業・農村整備基本構想」(第 17 回懇談会提言)，引用文献〔１〕pp.444～453．

「農業問題懇談会」の発表する政策構想は，当時の農政にきわめて強い影響を与えた．

(註27)『朝日新聞』48年４月５日．

(註28)『朝日新聞』48年５月９日．

(註29)『朝日新聞』昭和48年６月15日．

(註30)「第71回国会衆議院農林水産委員会議録」第33号，p.６，昭和48年06月19日．

(註31)『朝日新聞』昭和48年６月28日．

(註32)『朝日新聞』昭和48年６月29日．

(註33)『朝日新聞』昭和48年７月５日．

(註34)『朝日新聞』48年７月６日．

(註 35) 引用文献〔１〕pp.９～10．

(註36)『朝日新聞』48年７月13日．

(註37)『朝日新聞』夕刊 48年７月16日．

(註38)『朝日新聞』昭和49年４月13日．

(註39)『朝日新聞』昭和49年４月17日．

(註40)『朝日新聞』昭和49年４月18日．
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(註41)『朝日新聞』昭和49年４月19日．

(註42)『朝日新聞』昭和49年10月８日．

(註43)『朝日新聞』夕刊 昭和49年10月９日．

(註44)『朝日新聞』昭和49年10月14日，昭和49年10月17日夕刊．

(註45)『朝日新聞』昭和49年10月19日．

(註46)本方針は桜内農相により骨格が示される(『第71回国会衆議院農林水産委員会議

録』第19号，p.16，昭和48年04月24日)．「食用大豆の８割程度の自給」検討の方針が示

される(『第71回国会衆議院農林水産委員会議録』第26号，p.6，昭和48年05月31日)．

澤邊政府委員の答弁により，上記方針に関わり，粗飼料増産とそれによる大家畜給与用

濃厚飼料の代替方針が示される(『第72回国会衆議院農林水産委員会議録』12号 pp.３

～４，p.35，昭和49年02月21日)．

(註47)「第１回食料問題研究会議事次第」．

(註48)『第２回食料問題研究会議事要旨』p.３．

(註49)『第２回食料問題研究会議事要旨』p.３．

(註50)『第２回食料問題研究会議事要旨』p.４．

(註51)『第２回食料問題研究会議事要旨』pp.４～５．

(註52)『第２回食料問題研究会議事要旨』p.５．

(註53)『第４回食料問題研究会議事要旨』p.２．

(註54)『第４回食料問題研究会議事要旨』pp.３～４．

(註55)『第４回食料問題研究会議事要旨』pp.７～８．

(註56)『第４回食料問題研究会議事要旨』p.９．

(註57)『第４回食料問題研究会議事要旨』p.10．

(註58)『第４回食料問題研究会議事要旨』p.10．

(註59)『第４回食料問題研究会議事要旨』p.11．

(註60)『第５回食料問題研究会議事要旨』pp.２～３．

(註61)『第５回食料問題研究会議事要旨』pp.３～４．

(註62)『第５回食料問題研究会議事要旨』p.４．

(註 63)『第５回食料問題研究会議事要旨』p.５．引用文献〔１〕も同様の指摘を行って

いる．

(註64)『第５回食料問題研究会議事要旨』pp.５～６．

(註65)『第５回食料問題研究会議事要旨』p.７．

(註66)『第５回食料問題研究会議事要旨』p.８．

(註 67)『第５回食料問題研究会議事要旨』pp.９～10．引用文献〔４〕においては，1972

年の穀物危機を契機に国際食糧需給基調が変化し，国際価格の高騰，1973 年夏のアメリ
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カの大豆輸出規制に見られるような金があっても買えない事態に直面したとの指摘して

いるが，研究会での議論とははっきり矛盾している．社会に公表される引用文献〔４〕

では，農業政策のあり方の根幹に係わるような議論については穏健な表現に改めたと思

われる．

(註68)『第５回食料問題研究会議事要旨』p.10．

(註69)『第５回食料問題研究会議事要旨』p.11．

(註70)『第５回食料問題研究会議事要旨』pp.11～12．

(註71)「第75回国会衆議院会議録第３号」p.16～17．

(註72)「第75回国会衆議院会議録第３号」p.19．

(註73)「第75回国会衆議院会議録第３号」p.21．

(註74)「第70回国会参議院会議録」第４号，p.14．昭和47年11月１日．

(註75)「第74回国会衆議院農林水産委員会議録」１号，p.３，昭和49年12月24日．
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付記

最後になったが，本研究を行うにあたって，副島恒治東京農工大学COE研究員には，
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