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課題本：「2025年 日本の農業ビジネス」（21世紀政策研究所編）
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2. 自由貿易はチャンスである
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4. 農政の誤りを正せば日本農業は必ず伸びる

5. 農業の岩盤規制に風穴をあける

6. 2025年 日本農業はこう変わる
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１. 農業輸出大国への道
日本に欠けているものは何か？

マーケット・イン型のシステム＝“フードチェーン”の構築が必要

“フードチェーン（フードバリューチェーン）”とは？
 食と農の連携をベースとした、食品製造の一連のプロセスを具体的なビジネスシステムに落とし込んだもの。
 顧客のニーズ発見とマーケットインの仕組みを作るために、川上・川下に位置する関係者同士が、協力連携

する仕組み

日本のフードチェーン構築に向けた問題点
 プロダクト・アウト型且つ、農業と食品産業が分断（「自己完結」している）
 零細規模の生産者が多く、また、まとまった土地の確保が困難（フードチェーンを担う農家にはある

程度の経営規模が必要）

◆マイケル・ポーターによるバリューチェーンの概念図



◆成熟先進国型農業国と日本の農業生産品目（2013年、万ｔ）

開発途上国型農業

新大陸先進国型農業

成熟先進国型農業

自国の国民を養うことが第一の課題。食糧問題が生じやすい。原料として
の農作物生産が中心

原料農産物の過剰生産から輸出へ転換、輸出目的の農業。労働生産
性が高く、世界市場開拓が大事

付加価値の高い農産物の輸出力を持つ。商品開発・市場開発力のある
農業。とりわけ2000年以降顕著に

BRICS

新世界諸国

旧大陸諸国
（ヨーロッパの国々）

◆世界の農業国の３類型

 日本の農業は以下、農業生産型のいずれにも属していない。
 成熟先進国型農業に属する国々は、特殊な農業を行っているわけではない。

小麦 3861 牛乳 3112 牛乳 1221 牛乳 510 水稲 1076  乾燥タマネギ 107

てんさい 3361 小麦 2502 ジャガイモ 658 小麦 415 生乳 751  サツマイモ 94

牛乳 2371 てんさい 2283 てんさい 573 大麦 395 てんさい 344  ミカン 90

トウモロコシ 1503 大麦 1034 骨付き豚肉 210 てんさい 199 その他自然野菜 277  トマト 75

大麦 1032 ジャガイモ 967 乾燥たまねぎ 131 骨付き豚肉 179 鶏卵 252  リンゴ 74

ジャガイモ 695 菜種 578 鶏肉 93 ジャガイモ 165 ジャガイモ 241  ニンジン類 60

ブドウ 552 ライ麦 469 トマト 86 菜種 69 キャベツ類 236  キュウリ類 57

菜種 437 骨付き豚肉 449 鶏卵 70 ライ麦 53 鶏肉 145  レタス類 57

骨付き豚肉 215 トウモロコシ 439 ニンジン類 56 鶏肉 17 骨付き豚肉 131  ネギ類 55

ライ小麦 203 ライ小麦 261 キュウリ類 40 骨付き牛肉 13 サトウキビ 119  骨付き牛肉 50

フランス ドイツ オランダ デンマーク 日本

付加価値の低い原料となる農産
物の生産が中心である。

１. 農業輸出大国への道
農業国の３類型と農業生産品目



１. 農業輸出大国への道
日本のフードチェーン構築に向けた問題点

 農業と食品産業の分離

フードチェーンの中では、農業は食品業界の1セクター。

 市場のニーズを的確につかみ、そのニーズに応えられる生産

性を実現する必要

食品メーカーと日本の農業との

間に連携を作る必要がある

 経営規模

食品メーカー(≒大企業)のニーズは、まとまった量の原料

 しかし、日本は零細規模の生産者が多く、まとまった土地の

確保が困難（まとめる窓口がない）

フランスの「離農政策」を参考に、

構造改革を図る必要がある

◆成熟先進国の農業構造

小規模農家が
9割以上と極
端に多く、
50ha以上の
大規模農家の
割合は極端に
低い



１. 農業輸出大国への道
海外での事例（オランダ）

農業生産 集荷・生産情報・戦略的販売 小売・外食・輸出・バイヤー

生
産
者
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輸
出

小
売
業
者
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食
業
者

消
費
者

契約・出荷

作付依頼・要望
情報提供

情報提供
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ニーズ

◆卸市場と輸出業者による協同組合組織「Greenery」のフードチェーン

 農産物を扱う大手量販店の大型化・寡占化
→ 安定調達のため、大規模農家や生産者グループと「契約取引」

 大手量販店同士の差別化戦略に伴う、プライベートブランドへのニーズ
→ 卸売市場に集まる“汎用性の高い”農産物はニーズに対応できず

卸売市場の改革を
中心とする流通革命
(Greeneryの組織)

大手量販店にどんな農産物がどの時期にどれぐらいの量必要なのかをヒアリング
→ 生産者に量販店のニーズを提供

Greenery

価格・ロットの安定量販店

Greeneryから提供される情報によって生産する品目、品種、面積を決定
→ 「食べる人が求める農産物」作り

生産現場

 マーケットイン型の生産・流通一体システムに転換



２. 自由貿易はチャンスである
自由貿易が日本農業にとってチャンスとなる理由

“TPP交渉 → 日本は農林水産物である443品目の関税維持を固持”

JAをはじめとする農業団体が「TPP締結は農業に壊滅的な影響を与える」と反対

政府も影響が大きいとされる「コメ、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの

重要5品目は守る」と国会決議

背景

しかし、重要5品目を詳らかに見てみると、輸入品と互角に戦えるだけの競争力を持つ品目が存在する

コメ：〇

小麦：〇

牛肉・豚肉：◎
乳製品：△

甘味資源作物：×

◎：関税が削減されても十分に競争力がある
〇：やり方次第で競争力はある：〇
△：関税撤廃すると輸入品が国産品にとって代わる可能性があり、大胆な構造改革が必要
×：競争力に欠ける

 国内市場は少子高齢化や人口減少により、拡大が難しい。
 アジアをはじめとする新興国では人口が増えており、食料需要が飛躍的に拡大。新興国で巨大な

購買力を持つ中間所得層の取り込みに活路を見出すべき。



２. 自由貿易はチャンスである
競争力を持つ品目：コメを例に

◆フロンティア生産者の効率的なコメ生産

日本米は生産コストを4割下げれば、輸入米と十分渡り合える。

→ すでに関税ゼロでも戦える水準のコストでコメを作っている生産者も存在する。

※農水省データにおける、生産者のなかで最もコストを抑え、効率的に生産している生産者

⇨ フロンティア生産者(※)は、規模拡大に意欲的で、同時にコスト削減する技術を活用している。

◆全国における作付規模別60㎏あたりコメ生産費（平成25年）



２. 自由貿易はチャンスである
世界の食料需給見通し(2050年)

 中国をはじめとするアジア諸国では、消費の伸びに生産が追いつかず、輸出国から輸入国へと転じる。

 日本の農業＝アジアモンスーン型気候のなかでコメを中心とし、中山間地を抱える農業

→ 日本の農業モデルが、グローバル化の中で対応策を模索するアジア農業のモデルになる可能性

◆穀物の地域別食料需給見通し

2050年における世界の食料需給見通し - 農林水産省



３. デジタル農業の時代
テクノロジーが農業を変える未来の姿

勘と経験に頼っていた農業から、データとマニュアルを活用する農業へ

⇨ 農業経営におけるビッグデータの活用推進

⇨ データを共同活用するための「プラットフォーム」が必要となる（官民一体すべてのデータをオープンに）

◆アンビエント社会基盤プラットフォーム



４. 農政の誤りを正せば日本農業は必ず伸びる
日本の農業政策はなぜ変わらなければならないのか？

日本国民の食生活は、外食や小売店で購入する加工食品主体となっており（“食の外部化”）

あらゆる農産物が惣菜・弁当といった加工食品としての提供を強く求められている。

問題点

 内食と外食では、「消費者」のニーズは異なり、プロダクトアウト型の農業では「外食」への

ニーズに充分対応できない

 農業と食品産業（食品加工業、流通業、外食・惣菜産業）との関係



４. 農政の誤りを正せば日本農業は必ず伸びる
価格競争：「日本の農産物は世界で戦えない」というウソ

現行の日本の農産物には、「価格競争力」がない。
→ 農政の誤りによるものである。

①規模

規模が大きいほどコストが下がるのは事

実である。しかし、アーストラリアの18分

の1の規模であるアメリカは、世界最大

の農産物輸出国である。またヨーロッパ

諸国は、単収の高さによって国際競争

力を獲得している。

②農業保護政策

アメリカやEUは、「政府からの補助」という鎧を身につけて世界と競争している。しかし、補助の在り方が

日本とはと異なっている。

 アメリカ、EU：直接払い（納税者負担への依存）

 日本：関税（消費者負担への依存）

※関税＝国内の高い農産物価格（＝食料品価格）を守るため。

世界の小麦単収の比較



４. 農政の誤りを正せば日本農業は必ず伸びる
価格競争：農業保護政策について

「直接払い（不足払い）」とは？

 価格は市場に任せ、農家に対する保証価格を市場価格との差を、政府が財政資金を

使って農家に交付する農業保護政策。

 消費者にとっては安い価格の品物を購入できる（外国農産物の消費者負担がなくな

る）というメリットがある。

日・米・EUの政策比較日米農業保護政策の概念図



４. 農政の誤りを正せば日本農業は必ず伸びる
農業と食品産業の関係

「食の外部化」＝「加工用・外食用」の需要増

 しかし、生産者の大半は農協を通じて卸売市場（⇒小売店）への出荷している。

 また、「加工用・外食用」と「内食」では農産物へのニーズが異なる。

例）野菜の大きさ、コメの種類、バラ売り、取引規模.etc

農業界は依然として生鮮食品重視の販売を行っており、食品加工業や外食産業が

求める価格、品質の農産物を提供できずにいる。

 農業の規模が拡大しない生産コストが低下しない

→ 量を調達できない、品質が一定しない

 生産コストが低下しない（加えて、関税による国内品価格の高止まり）

→ 海外製品と比べて高コスト

食品メーカーが原料農産物を海外に依存する度合いが高まっている。
（外食産業向けの市場の相当割合を、すでに外国農業に奪われている。）



５. 農業の岩盤規制に風穴をあける
国家戦略特区で日本農業に構造改革を起こすビジョン

安倍政権の経済政策「３本の矢」のうち、３本目の矢は「構造改革」

「構造改革」＝生産性の低いところから高いところへの資源移動を促し、全体の生産性を上げるため

経済成長は衰退地域・衰退産業を必然的に生み出すが、そのような衰退セクターは、
昔は栄えていたために強い政治力を保有している。

既得権を持った集団が、自分たちを守るために法規制(=“岩盤規制”)をつくり、新規参入を制限する

→ 結果、資源が移動しないケースが頻繁に発生する。

＜農業分野の代表的な岩盤規制＞

① 農業関連施設の農地利用

② 農業委員会の体制

③ 株式会社の農地所有禁止

④ 農地所有適格法人に求められる厳しい要件

⑤ 農協に与えられた各種優遇策

 こうした岩盤規制に風穴をあけようとしても、全国規模で実施しようとすると抵抗勢力
が根強く、政治的にも難しい。地域限定(=国家戦略特区)で改革を進めた方が早い。



６. 2025年 日本農業はこう変わる
新しい農業先進国へのロードマップ

 「過剰→生産調整」から「過剰→輸出」への発送の転換

 日本農業を成長させるカギは、企業が参入しやすい環境を整備すること

◆「新しい農業ビジネス」の９タイプ

プロダクトアウト マーケットイン

• 規模拡大、コストダウン農業
• 植物工場（=企業参入）

• 農家の個人販売
• 契約栽培農業
• 営農販売会社による契約受
注生産

高生産性農業
（自家生産せず）

Ｂ to Ｃ農業
（農家の自家販売）

フードチェーン農業

原料農産物

加工農産品

サービス

‐

‐

• ６次産業化

• 体験農園・観光農園

• 農商工連携
• 企業の農業参入
(流通・外食の参入)
(食品企業の参入)

‐



６. 2025年 日本農業はこう変わる
新しい農業先進国へのロードマップ

日本のフードチェーン農業の類型 日本の農産物流通の流れ

 顧客のニーズ発見とマーケットインの仕組み
を作るために、川上・川下に位置する関係
企業同士が、協力連携する農業

 日本の農業流通システムにおいては、生産
者と消費者を結ぶ流通プロセスがどこかのポ
イントで「分断」されている。

フードチェーン農業を日本に広げていくため、多くの
企業に参入してもらい、今までにない知恵、情報、
ノウハウを農業に持ち込んでもらう必要がある。


