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食料危機に即応したFAO食料サミット
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世界の食料安全保障に関するハイレベル会合
High-Level Conference on World Food Security:the Challenges        of Climate Change and Bioenergy

FAO本部 企画戦略部長　遠藤 保雄

FAO食料サミット

　FAO食料サミット（世界の食料
安全保障に関するハイレベル会
合）が、2008年6月3－5日に、ロー
マにあるFAO本部で開催された。
本会合は、当初、気候変動やバイ
オ燃料問題の世界の食料安全保
障への影響を議論することを主

眼に置いていた。しかし、昨年後
半以降の世界的な食料価格の高
騰とこれに伴う世界各地での食
料暴動の発生、さらには、低所得
食料輸入国を中心に飢餓人口の
急増の懸念の高まりといった事
態の進展に対応し、食料価格高騰

問題を本サミットの緊急課題と
して位置づけ、開催された。
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世界の食料安全保障に関するハイレベル会合
High-Level Conference on World Food Security:the Challenges        of Climate Change and Bioenergy

FAO食料サミット

　まず簡単に、食料価格の高騰の
実態をレビューしてみたい。図1
にあるとおり、2006年以降、穀物、
食肉、乳製品、油脂、砂糖などの価
格が上昇し始め、2007年から2008
年にかけて急騰した。図2に見ら
れるように、今後、若干の揺り戻

しはあるとしても、今後、相当期
間、高水準のまま推移すると予測
されている。その要因としては、
①需要面では、途上国を主体にし
た人口の伸び、経済成長の著しい
途上国での所得の向上に伴う食
料消費の増大と多様高度化、バイ

食料価格高騰の実態

 サミット会場の入口

オエネルギー原料としての穀物
需要の拡大などが挙げられてい
る。②供給要因としては、耕地面
積の拡大が頭打ちとなるなか、単
収の伸び悩み、気候変動の影響に
よる生産の不安定化、干ばつ、ハ
リケーン・台風、水害などによる

 （左ページ）本会議場にて、
 開会式の様子

 会場入口でディウフFAO
事務局長（右）が参加者を
出迎えた。写真はイタリ
アのナポリターノ大統領
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図1

食肉 乳製品 穀物 油脂 砂糖

年

基本食料品のFAO月別価格指数（1998-2000年=100）

図2

小麦 コメ トウモロコシ 油料種子 植物油 砂糖

年

食料・飼料の実質価格の実績と見通し
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　　　 世界の食料安全保障に関するハイレベル会合

短期的な生産の減少などが挙げ
られる。以上に加え、③ドル安に
よる米国の輸出農産物の価格上
昇、主要食料輸出国での輸出制限
の導入という政策要因、さらには、
金融市場からの農産物市場への
投機的な資金の流入などが影響
を与えたとされている。

福田首相をはじめ43ヵ国の首脳、
191名の大臣が参加

特集  1 

出典： “High-Level Conference on World Food 
Security: The Challenge of Climate Change and 
Bioenergy（HLC/08/INF/1）” FAO, 2008

出典： “High-Level Conference on World Food 
Security: The Challenge of Climate Change and 
Bioenergy（HLC/08/INF/1）” FAO, 2008

　FAO食料サミット
には、日本の福田首相
をはじめ、サルコジ仏
大統領、ルーラ・ブラジ
ル大統領、ムバラク・エ
ジプト大統領など43ヵ
国の首脳、191名の関係
大臣を含め181ヵ国の
代表が参加し、その参
加者総数は、5,000名を

超えた。このうち、報道関係者は
1,298名にのぼり、マスコミの関
心の高さをうかがわせた。この会
合の期間中およびその前後に世
界に配信された記事は、4,000本
を超えた。

本会合で演説する
福田首相
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食料価格の高騰の要因、
影響、解決方策――
多角的な論議を展開
 サミットの本会合（ハイレベ

ル会合）においては、各国代表や
国連・国際機関の代表が、本問題
をどう認識し、どう対処してい
くかに関し、それぞれの基本的
な立場を表明した。この全体会
合は、直面する世界規模での食料
価格の高騰問題への対処をめぐ
り、各国の利害を踏まえた多角的
な論議の展開の場となった。また、
これと平行して、4つのラウンド
テーブル会合が開催され、FAO
のメンバーである政府関係者は
もとより、国際機関、民間セク
ター、市民社会の代表も参画して、
①食料価格の高騰とその要因、影
響と解決方策、②気候変動と食料
安全保障、③越境性病害虫、④バ
イオエネルギーと食料安全保障、
に焦点を当て、論議が行われた。
以上のほか、サイドイベントとし
て、民間セクターフォーラム、市

民社会・NGOフォーラム、地球温
暖化が進み危機にさらされてい
る島嶼国に関するフォーラム、主
要食料を海外に依存し、食料安全

保障上大きな問題に直面するア
フリカに関するフォーラムが開
催され、活発な論議が展開された。

 FAO、 世 界 食 糧 計 画
（WFP）、国際農業開発基
金（IFAD）は、アフリカが
直面する困難を打開する
ため、アナン前国連事務
総長が率いるアフリカ緑
の革命同盟（AGRA）と協
力していくことを公表し
た。左から、調印式に参加
したアナンAGRA代表、
シーランWFP事務局長、
ディウフFAO事務局長、
ウ ワ ン ゼIFAD副 総 裁

（ボーゲ総裁代理）

NGOフォーラムにて、
筆者

 本会合と平行して行われ
た市民社会・NGOフォー
ラムの様子

　本会合の冒頭、パン・ギムン国
連事務総長は、このままでは、飢
餓人口が1億人増加する懸念があ
るとの世界銀行の予測を引きつ
つ、食料価格高騰で危機に陥って
いる人々への緊急な食料アクセ

ス対応・食料増産対応を強く求め
た。さらに、世界の食料安全保障
の確保のために中長期の対策に
取り組むことを通じ、食料危機の
基本的な要因を根絶に力を注ぐ
べき旨を世界の首脳に訴えた。

　また、ディウフFAO事務局長
は、ODAに占める途上国農業
への援助の割合が、1980年以降、
17％から2006年には３％に減少
してきていることに強い懸念を
表明した。そして、今回の食料危

国連事務総長とFAO事務局長の訴え
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サミット宣言

特集  1    FAO食料サミット
　　　 世界の食料安全保障に関するハイレベル会合

　パン・ギムン
国連事務総長

　ディウフFAO事務局長

　3日間にわたる会議の成果は、
サミット宣言という形で集約さ
れた。宣言では、1996年の「世界食
料サミット」で謳った2015年まで
の飢餓人口の半減、「ミレニアム
開発目標（MDGs）」での飢餓の削
減の達成の約束を踏襲しつつ、次
の点を盛り込んだ。

1緊急短期対応
 食料援助
 まずは、緊急対応として、食料
価格高騰の影響を直接に受け困
窮している人々を対象にした食
料援助の早期実施、価格高騰に伴
う食料援助量の減少を食い止め
るためにも食料援助額の増加、さ

らに、価格高騰の影響の大きい低
所得食料不足国での食料輸入の
円滑化のための外貨手当てや食
料輸入予算への支援が盛り込ま
れた。

緊急食料増産
 次に、短期的な対応として、①

食料の供給を増やすことが緊要
との観点から、2008－09年の作付
期に間に合わせるべく主要食料
の緊急作付け、そのための種子、
肥料、飼料などの途上国の貧困農
民層への供与、さらには、これら
農民の農業生産増加のための技
術支援が盛り込まれた。
 

 ドーハラウンドの早期締結と
輸出制限の抑制
　さらに注目すべきは、以上に加
え、②食料の在庫拡充、その他食
料安全保障リスク管理の強化策
の推進、③途上国の食料安全保障
の改善につながる内容を織り込
んだドーハ開発ラウンド合意の
早期締結と途上国の貿易拡大を
促す援助の実施、④世界の食料安
全保障の確保の観点から国際価
格の変動につながる規制的な措

機の根源的な要因としては、この
ような農業開発の軽視があると
して、農業への投資の重要性を強

調した。特に、かんがいや保管施
設、さらには、道路への投資の必
要性を指摘し、今は行動が重要で

ある、そのための政治的な意思の
結集こそが必要だと訴えた。



世界の農林水産 08 秋　�

サミット宣言が採択
された

関連ウェブサイト
FAO本部：High-Level Conference：www.fao.org/foodclimate/hlc-home/
農林水産省：FAO・世界の食料安全保障に関するハイレベル会合（食料サミット）の概要について：
www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/fao/index.html
外務省：福田総理のFAO主催「世界の食料安全保障に関するハイレベル会合」出席（概要と評価）：
www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_fukuda/gui_08/fao_gh.html

置の抑制、が規定された。

2中長期的対応
�農業投資の推進
　中長期対策としては、過去30年
間にわたる農業への投資の減少
とこれに伴う途上国を中心とし
た農業基盤の脆弱化という事態
を反省し、農業投資の拡大が位置
づけられた。これは、特に、かんが
い整備、研究や技術普及体制の再
構築、ポストハーベスト・ロスを
少なくするための保管施設の整
備、道路・通信施設の整備、農産物
の付加価値向上のための加工流
通施設の整備を進めることを念
頭においている。

�気候変動に適応可能な生産シ
ステム構築など
　さらに、気候変動に対応し、生
物多様性の維持、気候変動への適

応・緩和メカニズムへの小農民の
参画を通じ、食料生産体制を強化
していくこと、農業・食料に関す
る科学・技術投資の推進と農業技
術の改良のための投資を推進す
ること、貿易障壁や市場歪曲措置
政策の削減を通じた、途上国の農
民による国際市場での農産物の
販売機下記の拡大とこれを通じ
た農業生産の拡大と生産性の向
上が盛り込まれた。

�バイオエネルギーに関する研
究と対話の推進
　バイオエネルギーは食料安全
保障にとって害にならないか、本

当に二酸化炭素（CO2）削減に貢
献するのか、などの論議が提起さ
れたこの問題については、食料安
全保障、エネルギー、持続的開発
といったニーズを踏まえ、バイオ
燃料に関する研究と政府・民間・
市民社会といった関係者の間で
の対話推進を図るべきという考
えが打ち出された。

　本会合は、いわゆるプレッジン
グ会合ではないと位置づけられ
た。しかし、ふたを開けてみると
日本の1億5,000万ドルを始め、本
会合中でも、総額で11億ドルの拠

出表明があり、この会合の前後
の各国の誓約額を含めると実に
24億ドルにのぼった。これを受け、
FAOをはじめ国連機関、世界銀
行等の国際機関は連携して、ハイ

レベル・タスクフォースを立ち上
げ、食料援助や食料増産援助に着
手している。対策の早期実施と問
題の段階的な克服こそが、今世界
は問われている。

240億ドルもの資金拠出の表明
－－FAOを初めとする国際機関、ドナー国による早期の対策の実施必要性

©FAO/Giulia Muir

クロージング会議にて

©FAO/Alessandra Benedetti
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　2005/06年以降の価格急騰は、ひとつには世界
の主な穀物生産地域における悪天候と、その同じ
土地を巡って競合する作物や家畜への波及効果に
よるものである。世界的に在庫水準が低い状況下
にあるため、悪天候のみでも価格への強烈な反応
を引き起こしていたであろう。悪天候は今に始
まったことではなく、過去にも起きており、一旦
天候が回復し、供給が徐々に増えていくと、価格
は下がっている。本見通しによれば、今後2−3年
のうちに再びこうした動きにならないと考える理
由はない。 

　しかし、一度現在のピークから下がっても、中
期的には平均価格は過去10年間より高い水準にと
どまるだろう。とはいえ、農産物の供給を牽引す
る構造的要因（一般的には生産性の上昇）の方が
いずれは需要増をもたらす要因（すなわち、食用、

　FAOと 経 済 協 力 開 発 機 構（OECD） が 発 行 し た 農 業 見 通 し「OECD-FAO Agricultural Outlook 
2008-2017」によると、同書で取り上げているほぼすべての農産物の国際価格は、少なくとも名目上では、過
去最高かそれ以上の水準にある。最近の価格高騰の背景にある要因のいくつかは一過性のものであるから、このよ
うな状態は長続きせず、価格は徐々に下がっていくだろう。しかし、平均的な価格水準を過去より高い状態に保つ
とともに、実質ベースでの長期的な下落幅を小さくする方向に作用する恒久的な価格下支え要因も存在すると考え
る十分な理由がある。一過性であるか恒久的であるかを問わず、農業開発を進め、飢餓層や貧困層のニーズに応え
るための適切な政策行動を実施するに当たっては、この両方の特徴を考慮に入れる必要がある。

特集  2 

飼料用およびバイオ燃料原料用を中心とした工業
用需要の増加）より大きく働くようになる。した
がって、おそらくこれまでほどではないが、価格
は実質ベースで再び下げに転じるだろう。 

　供給サイドに関して、本書は、作物の供給量を
決定するうえでは、単収の継続的な増加の方が作
付面積の拡大より重要な役割を果たすと見込ん
でいる。酪農と家畜の緩やかな生産性の増加も、
牛乳と食肉の生産増を後押しする。本見通しの主
要な想定は、米ドルが大半の通貨に対してある程
度上昇する、ということである。米ドルが自国通
貨に対して上昇する国では、米ドル高は生産増へ
の国内の価格インセンティブを強めるだろう。こ
れらの要因が相まって世界の農業生産の伸びは
維持される。ただし、生産コストを引き上げる原
油価格高の供給削減効果により伸びはいくぶん

2008-2017OECD-FAO
農業見通し

ハイライト
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1998-2007年平均に対する2008-2017年平均の伸び

実質価格

小麦 粗粒穀物 コメ バター チーズ 脱脂粉乳 油料種子 植物油 牛肉 豚肉 粗糖

図1　上昇する世界の一次産品価格

OECD and FAO Secretariats出典：

抑制される。 

　需要サイドでは、食生活の変化、都市化、経済
成長、人口増が開発途上国の食用と飼料用の需要
を牽引している。世界的に、そして数量的には、
依然として食料と飼料が農業における需要増の最
大の源泉である。しかし、今ではさらに、拡大す
るバイオエネルギー分野向けの原料としての需要
も急増している。食料・飼料用の増加に比べれば
小さいものの、バイオ燃料原料向けの需要は過去
何十年かで最大の新規需要の源泉であり、農産物
価格の上昇を下支えしている強力な要因である。 

　このような需給力学の結果、本見通しは、名
目での平均農産物価格は中期的に過去10年間の水
準を大幅に上回ると示唆している。2008−2017年
の価格平均を1998−2007年の平均と比べると、牛
肉と豚肉は約20%、粗糖と精製糖は約30%、小麦、

トウモロコシ、脱脂粉乳は40−60%、バターと油
料種子は60%以上、植物油は80%強、価格が上昇
する。しかし、実質ベースでみた価格は、過去よ
り緩やかなペースではあるが、この上昇した水準
から下げに転じる。 

　さらに、価格はこれまで以上に変動しやすくな
る可能性もある。まず、本書の予測期間に在庫水
準の大幅な積み上がりは見込めない。次に、最終
食料消費支出に占める一次産品のシェア低下と加
工用需要の増加に伴い、農家レベルの価格変動に
対する需要の感応度が低下している。また、気候
変動により、天候と農産物の生産はより不安定に
なる可能性がある。そして、投機的な非企業系投
資ファンドも、利益を上げるチャンスの有無に応
じて、農産物先物市場への参入や撤退をする。

 
　こうした全体的な状況の中で、世界の農産物市
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場の中心はOECDから開発途上国へとさらにシフ
トする。小麦以外のすべての農産物について、消
費・生産とも開発途上国の方が速いペースで伸
びている。2017年までに、開発途上国は粗粒穀物、
チーズ、脱脂粉乳を除く大半の一次産品の生産と
消費で優位に立つ見込みである。

　世界貿易のパターンでも同様のシフトが起きて
いる。輸入が最も伸びているのは開発途上国であ
り、他の新興国や開発途上国からの輸出が輸入に
占めるシェアも上昇している。ほぼすべての農産
物について開発途上国は輸出を伸ばしており、中
には大幅に伸ばしている国もある。OECD諸国は
世界輸出に占めるシェアを落としているものの、
小麦、粗粒穀物、豚肉、全ての乳製品の輸出貿易
については引き続き優位を保っている。 

　価格の上昇は有利に働く場合もあれば不利に働

特集  2 � �OECD-FAO 農業見通し 2008-2017
	 ハイライト

く場合もある。先進国・開発途上国を問わず、多
くの商業的生産者にとっては、価格の上昇は恩恵
をもたらす。一方、開発途上国の多くの農家は市
場とリンクしていないので、現在の価格上昇から
ほとんど、あるいはまったく恩恵を受けない。し
かし、より大きな打撃を受けるのは、貧困層、特
に純食料輸入開発途上国の都市貧困層である。多
くの低所得国の場合、食料消費支出は平均で所得
の50%強を占めており、本見通しで予測されてい
る価格の上昇は栄養不足人口の増加につながる。 

　したがって、この予測によれば、後発開発途上
国（LDCs）、特に純食料輸入国は、農産物価格
が上昇するとともに価格変動が激しくなるなかで、
脆弱性が大幅に増すとともに食料供給が不安定化
する。このことは、教育、訓練・普及事業、研究・
開発、物理的インフラへの投資により、国内の農
業生産能力を改善することの重要性を強調してい
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る。これらは長期的な対策であるが、短期的には
農産物貿易を効率化し、入手可能な農産物供給の
配分を円滑化することが重要である。 

　本見通しは、農業・貿易政策は変わらないと想
定している。しかし、農産物と食料品の価格が実
際にどう動くかということは今後の政策動向に大
きく左右される。極貧層への価格上昇の悪影響を
減らすためには人道援助を増やす必要があるが、
これは市場に大きな影響を与えることなく行うこ
とができる。 

 
　しかし、輸出税や禁輸などの貿易規制策は市場
に大きな影響を及ぼす。貿易規制策は短期的には
国内の消費者をある程度救うことになるかもしれ
ないが、国内の生産者に負担を課し、その供給対
応を制限するとともに、グローバルな農産物市場
の不安定化につながる。同様に、国境措置を通じ

て国内農産物生産者を保護する措置も国内の消費
者に負担を課す。また、海外の生産者の成長機会
を抑制し、より必要とされるグローバルな農産物
の生産増加を制限することにもなる。 

　政策支援は、原油価格の動向とともに、バイオ
燃料原料用としての農産物への今後の需要がどう
なるかに大きな影響を及ぼす。この両者の動きや
新技術の開発も、農産物の国際価格や食用・飼料
用の需要の予測に大きく影響する。 

　最後に、もっと長期的に見ると、農産物供給は
新規作付け可能面積の不確実性と制約の強まりに
直面している。官民双方のイノベーション投資と
特に開発途上国における農業生産性の上昇は、生
産基盤の拡大と農産物価格の急騰再燃の可能性低
下に資することにより、農産物供給見通しの大幅
な改善につながるだろう。
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出典：  “OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017 - Highlights ” pp.11-12, FAO/OECD, 2008
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図4　1971-2007年の食料一次産品価格の推移と2017年までの予測

名目価格

注：米国GDPデフレーター（2007年＝1）による実質価格（2008年4月：月別価格を引用）

2008年
4月 2008年
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2008年
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2008年
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年 年

年 年

OECD and FAO Secretariats出典：



世界の農林水産 08秋　14世界の農林水産 08秋　14

特集  3 

　水は、常に貧困の主要な制約要因になっている
という訳ではないものの、農業生産と生活活動に
とってきわめて重要な投入財である。資源の利用
効率の向上を図るためには、水への投資政策は、
水への対策が農村生活にどのような影響を与える
かを考慮して実施されなければならない。言い換
えれば、こうした対策は、水が農村の貧困を緩和
するための阻害要因となっている地域に対して中
心的に行われなければならない。
　したがって、農村の貧困を削減するためには、
水関連の対策が最も高い有効性をもつ地域を特定
することが非常に重要となってくる。サハラ以南
アフリカの生活において農業が圧倒的に大きい地
位を占めることに鑑み、水による貧困削減の可能
性は、農業への必要性をもとに評価されなければ
ならない。しかし同時に、水が農村生活の様々な
面において重要な役割を果たしていることを認識
することも重要である。したがって、農業用水対
策を実施するに当たっては、こうした用途をも考
慮した対応をしなければならない。農業に関する
生態や生活環境が異なる地域には、それぞれに適
した異なる水対策がふさわしい。こうした試みは、
高いポテンシャルを持ち貧困度の高い地域に向け
てなされなければならない。従来からの通念とは
反対に、乾燥・半乾燥地域を対象とすることは必

要ではあるものの、最も効果的な貧困削減の選択
肢であるとは必ずしもいえない。人口密度、貧困
の程度、農業のポテンシャルの点から見ると、半
湿潤・湿潤地域などにおいて貧困・飢餓の削減の
より大きな展望があるかもしれず、他方、農業の
ポテンシャルの低い地域に対しては、代替的な生
活改善のプログラムが必要かもしれない。
　サハラ以南アフリカ地域について分類・図化し
た生活ゾーンと、ゾーンごとに行った貧困、水、
農業に関する分析に基づき、本研究は、各ゾー
ンに対する3段階の質的評価をすることによって、
各地域における水に関連した対策を通じた貧困解
消の可能性を確認している。各生活ゾーンの可能
性は、次の基準をもとに評価している。

 ● 貧困の広がり
 ● 農村生活における制約要因としての水
 ● 水への対策のもつ可能性

貧困の広がり（a）
　この基準は、各生活地帯における、農村貧困の
絶対数（密度）および割合を考慮している。貧困
に関する数値は、農村貧困マップに拠っている。
これら2つの要素をもとに、貧困の広がりを、生
活地帯ごとに評価している。

 

水資源と農村の貧困：
サハラ以南アフリカの生活改善への対策

水による貧困削減の
可能性の評価
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表１　行動の優先順位：生活地帯別の水への対策を通じた貧困削減

生活地帯 主な特徴＊ a.貧困の
広がり

b.制約要因と
しての水

c.水への対策
の可能性

貧 困 削 減 へ
の優先順位

乾燥低地地帯
サハラ砂漠にほぼ相当し、サハラ以南アフリカ地域で最大の面積（全
体の21%）を占める。牧畜条件は厳しく、農村人口は主として遊牧民
と少数のオアシス住民からなる。

高い 低い 低い 低い

牧畜地帯
地域全面積の11%を占め、サハラの西から東へ、一部はケニア、ウガ
ンダ、アンゴラ南部まで広がっている。遊牧の牧畜民が特徴。気候変
動と干ばつの影響を受けやすい。

高い 高い 低い 中程度

農牧畜地帯
半乾燥気候で地域全体に広がる(全面積の9%)。家畜と耕地が家計に
同等に関連。かんがいは比較的重要で、水資源に大きな負担を課して
いる。降水依存農業も水保全の方途を備えている。

高い 高い 中程度 高い

穀物地帯
東部、南部アフリカの食料生産地帯として重要。乾燥半湿潤から雨の
多い半湿潤気候。伝統的または新興小規模農家からなり、小規模かん
がい地区と補完的かんがいが散在。土壌肥沃度の回復と補完的かん
がいが、農業生産性向上に大きなポテンシャルを持つ。

高い 高い 高い 高い

穀物・根茎作物地帯
主として雨の多い半湿潤気候で、地域の13%を占める。耕地および家
畜の生産を行う。かんがいは限られていて、水への介入は貧困削減へ
の大きなポテンシャルがある。

中程度 高い 高い 高い

根茎作物地帯
半湿潤気候で、ヤムイモ、キャッサバ、サツマイモなとの根茎類を栽
培する伝統的小農が主体(11%)。水資源は豊富で、水関連介入のポテ
ンシャルは限られている。

高い 低い 高い 中程度

温暖な高地地帯 主としてエチオピア高原とエリトリア高原にある（2%）。小麦、テフ、
大麦などの温帯穀類が主体。 中程度 中程度・高い 中程度・高い 高い

高地多年性作物地帯
東アフリカの高地(1%)で、人口密度が高い。バナナ、コーヒー、プラン
テーン、キャッサバなどの多年生作物が主体。水および土壌肥沃関連
の介入により、農業生産性が飛躍的に増大するポテンシャルがある。

高い 中程度 中程度 中程度

樹木地帯
アフリカ西海岸の一部に広がる小地帯（3%）。生活基盤は、カカオ、
コーヒー、ゴムなどの木本作物。良好な気候のため、水への介入によ
る生活改善の展望は小さい。

低い 低い 高い 低い

森林地帯 大部分はコンゴの湿潤森林地帯にあり(11%)、移動耕作を営む。かん
がいのポテンシャルは高いが、貧困削減のへ展望はほとんどない。 中程度 低い 高い 低い

大規模商業および
小規模農業地帯

南アフリカなどを含む地帯（5%）で、ホームランドの小規模農家と、
大規模な商業農家とが混在する。穀物・家畜混同地帯で、かんがいは
ほぼ限界に達している。

低い 高い 低い 中程度

稲・樹木地帯 マダガスカルにある雨の多い半湿潤気候の小地域(1%)。 中程度 低い 中程度 中程度

沿岸零細漁業地帯 地域の沿岸に沿って広がる(2%)。人口の多くは都市地域に住み、零細
漁業を営むほか、各種作物・家畜生産で補完している。 低い 低い 中程度 低い

＊ “Water and the Rural Poor : Interventions for Improving Livelihoods in sub-Sahara Africa”Annex 1より要約

農村生活における制約要因として
の水（b）
　この基準は、水が主として農業生産に対して主
要な制約要因であることを示しているが、さらに
水の欠乏が制約となると考えられる様々な生活活
動についても考慮している。すなわち、水が農業
およびその他生活活動の基本条件である場合、ど
のような影響を与えるのかを示している。評価の
大部分は、現場での経験とそれに関連して文献か

ら集めた情報を中心とし、干ばつと短期間の干天
の発生に関する情報（さらに小規模農家への影響）
にも基づいている。人口が密集している地域では、
農業集約化の必要性もまたこの基準において考慮
される。

水への対策のもつ可能性（c）
　この基準は、水管理開発の持つ物理的ポテン
シャルをあらわしている。これは主として、農業
への付加的な水の利用可能性に基づくものである。
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水資源、流出量、既存の
かんがい、および将来の
かんがい開発の可能性に
ついて、現在ある情報を
基に評価を行っている。
具体的には、評点は2つ
の指標を考慮して配分し
ている。すなわち、残存
するかんがい可能性（現
状と潜在的かんがい可能
性との比率）、水資源に
関する人為的圧力（農業
用水流量と内部で再利用
可能な水資源量との比
率）である。

事業の優先順位
　事業の優先順位は、上
の3つの基準を統合する
ことによって得られる。
これは、様々な生活地帯
において水関連の対策が
持つ貧困解消の可能性を
あらわしている。例えば、
貧困の広がり度合いが高く、水が農村生活の主な
制約要因である場合、あるいは利用可能な水資源
が十分にある場合には、貧困解消のポテンシャル
は高い。対照的に、貧困の広がり度合いが低く、
水が物理的に欠乏しているかあるいは主な制約要
因でない場合には、水への対策を通じた貧困削減
のポテンシャルはほとんどない。
　表１と図１は、各基準によるポテンシャルの評
価と事業の優先順位を示している。両者を合わせ
ると、水関連対策に対する事業の優先順位が最も
高い生活地帯は、人口2億200万人、サハラ以南ア

高い

貧困削減の可能性

中程度
低い
国境
河川
湖・池

フリカの全農村人口の48％、および農村の貧困人
口の53％に当たる農村住民を抱えている。3段階
の優先順位について、その詳細を以下に述べる。

　図１は、効果的な対策の優先順位が最も高い生
活地帯の分布状況を示す。この地帯は、おおむね、
乾燥地帯から雨の多い半乾燥地帯にかけて広がっ
ている。また、生産ポテンシャルが比較的高い地
域でもある。ポテンシャルが高い地域は、穀物生
産が活発に行われている地帯に広がっている。穀

　

図１　サハラ以南アフリカにおける水への対策による貧困削減の可能性

優先度1　　高　い
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物主体、高地温帯気候、農牧畜および穀物・根茎
作物の各地帯が、貧困削減に対する高いポテン
シャルを持っている。
　優先順位の高い地域は、天然資源が比較的重要
であるため、農業発展の機会が大きい。これらの
地帯では農業がきわめて重要であり、生産される
穀物はサハラ以南アフリカ地域に供給される穀物
の大部分を占めている。現在この地帯には十分な
水があるが、年毎あるいは年内の変動があり、農
業に影響を与えている。この地帯は人口密度が
25人／km2（地域平均の17人／km2よりも高い）で、
多数の農村住民（地域全体の約50％）を抱えている。
　この地域には、サハラ以南アフリカ地域の農村
貧困者の55％に当たる多くの貧しく飢えた人々が
住んでいる。地域の生活、特に農業は、水の利用
可能性に大きく依存しており、その年変動の影響
を受けやすい。高い人口密度のため、水は制約要
因ともなっている。この地域において農耕と畜産
ともにポテンシャルを十分引き出されていないこ
とは、貧困削減と生活改善にきわめて大きな展望
があることを示している。水への対策の選択肢は、
かんがい整備にとどまらず、農牧畜地帯において
は土壌水分の管理、ウォーター・ハーベスティン
グおよび家畜への給水に関連した水対策を進める
ための大きなポテンシャルを追求していかなけれ
ばならない。こうした理由から、これらの地域は、
食料生産の拡大へ大きな機会を提供し、投資資金
の大きな部分を、水の対策ばかりでなく、作物多
様化、生産集約化などの農業改良を行うために充
当すべきであることを示している。水管理への投
資、その他の対策は、こうした農業改善を支援す
るために必要であり、生活を変えることができる。
　適切な対策方法を選ぶにあたって、現在そして
将来においても、サハラ以南アフリカにおける大
部分の農業生産は天水地域で行われることを知っ

ておく必要がある。特にトウモロコシ、そしてソ
ルガムとミレットについても、天水農業を改善す
る大きなポテンシャルがある。雨量の変動を時間
的、空間的に管理することが最も重要である。天
水農業の改善には、地域の生物物理・社会文化条
件に見合った技術を、制度と行動の変革とともに
必要とする。乾燥・半乾燥環境における降雨の生
産性は、適切なウォーター・ハーベスティング技
術によって、大きく高めることができる。

　中程度あるいは低いポテンシャルに分類された
地帯であっても、水関連の対策が必要ないわけで
はない。というよりも、貧困の広がりが限られて
いる、あるいは他の方法による対策がより適して
いるという理由で、貧困削減へのインパクトが大
きくないことを示唆しているのである。この地域
には、優先的に取り組む必要がある肥沃度の劣っ
た土壌があったり、主な生活活動が、水供給の不
足や変動をあまり受けない地域である可能性もあ
る。また、森林地帯、樹木地帯のように、水が
生活の決定的な要素ではない地域であるかもしれ
ない。こうした地域に対しては、多くの種類の対
策が必要である。この中で、水に関連した対策は、
最も重要ではないにしても、欠かせない役割を果
たしている。この地帯への適切な政策を以下に説
明する。
　市場ポテンシャルが高い地域は、かんがいと市
場開発によって支えられた、集約化と多角化によ
る農家段階での改善に依存している。この地帯に
おいては、全体としての生産性が土地の細分化に
よって制約されていることから、可能であれば、
農家規模を拡大し保有地の整理統合を行わなけれ
ばならない。
　好適な気候であるが農村人口密度が最も高い高

優先度２・３　中程度・低い
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地多年性作物地帯においても同じ問題がある。多
くの農家は小面積の土地に依存している。貧困は
それほど深刻ではないが、水管理への投資によっ
て支えられた集約農業の発展が、貧困緩和に寄与
する格好の機会となる。
　稲・樹木地帯においては、作物、家畜、魚類生
産の多様化によって、また水管理の改善によって、
貧困削減がほとんど達成できるであろう。加えて、
農業の集約化および農産物の地元での加工を通じ
た農外所得の増加も、貧困削減への努力の一助と
なるであろう。
　乾燥地帯・牧畜地帯においては、水管理の開発
ポテンシャルはきわめて限られており、そこでの
貧困削減は、しばしば、より豊かな地帯や都市へ
労働者としての雇用を求める季節的・恒久的な移
住に依存している。農業または畜産に代わって
生計を支える活動の必要性も大きい。長期的には、
農外所得の増加と農業からの撤退が、おそらく貧
困削減への努力の中心となるであろう。多くの場
合、この地帯での貧困削減にあたっては、農業内
での多様化と農外雇用の増加が、水管理への投資
よりも有用であろう。
　天水湿潤生活地帯では、生計の多様化と農外所
得の増加が、貧困を削減するための主な仕組みと
なるであろう。畜産および小規模農家が管理する
かんがいが、多様化と集約化に大きな役割を果た
すであろう。高地の天水依存型の生活地帯および
天水依存型の乾燥・冷涼生活地帯における貧困削
減もまた、主として農外所得の増加と農業からの
撤退によって達成されるであろう。低価値の農業
生産を改善する展望は限られていることから、輸
送・流通コストの割合の低い高付加価値生産物へ
の多様化が、これら地帯に有用であろう。

　ここでは、農村生活を支援する水への投資プロ
グラムのコストを推計した作業結果を示す。水へ
の投資の選択肢それぞれに対する適用の潜在可能
性についての評価に基づいている。
　ここで提案している投資は、水の安全保障の強
化、生活・生産両面における水へのアクセスの改
善、気候の衝撃への対応力の強化、その結果とし
ての人々の脆弱性の減少などによって、農村住民
の生活に影響を与えることが期待される。こうし
た農村住民の生活改善は、食料と収入の主要な源
である水管理の改善、作業条件環境としての労苦
の軽減とこれによる労働生産性の向上、衛生・健
康条件の改善などによってもたらされるであろう。
　このため、投資から期待される利益を生産増大
の見地からのみ示すことはほとんどできない。生
産変動の軽減、女性の地位向上、労働生産性の向
上、疾病への負担の軽減、制度の能力改善などを
考慮する必要がある。こうした理由から、本書で
示す投資の潜在的費用の推計は、利益の推計を伴
わないものとなっている。
　本報告書で提案している方法との整合性を保つ
ため、ここでの評価は、前述した3つの優先度基
準を用いている。地域レベルでの評価は、次の段
階から成る。

① 水への対策の持つ可能性：対策の７つの基準の
各々について、また各生活圏について、農村人
口、耕作面積、利用可能な水資源を考慮し、対
策内容によってそれぞれ異なる方式で、最大限
可能な対策の規模を評価する。

② 制約要因としての水：各生活地帯について、制
約要因としての水の重要性を考慮した係数を適

投資可能性の評価
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特集  3 水資源と農村の貧困：サハラ以南アフリカの生活改善への対策

農村人口の約58%が、何らかの形での水への投資
によって利益を得られると推定される。水は、基
礎的サービスとして、また災害や衝撃からの回復
力を与え、これに対する脆弱性を減らすため、サ
ハラ以南アフリカ地域の農村の人々の生活に影
響する主要な要因であり続けるであろう。しかし、
ここに主張したように、こうした水への対策が、
政治・制度・市場・知識・金融の諸課題の分野に
おける行動なしに、単独で孤立して実施されたな
らば、貧困削減効果を創出することは難しい。
　第2のメッセージは、サハラ以南アフリカにお
いて農村の人々が活動する様々な生活状況に鑑み、
人々の制約要因と機会が理解され焦点が当てられ
るように、また効率的で最大限の効果を生活に与
える形で人々が意思決定の過程に参画することが
できるように、状況に合わせて目標を定めた対策
が必要とされている、ということである。農村の
あらゆる人々が、それらの対策によって直接・間
接に裨益することが期待されているものの、伝統
的小農、農民、漁民、遊牧民が貧困削減への最大
のポテンシャルをもっている。
　農村社会は変化の最中にあり、効果的な貧困削
減プログラムを策定するためには、こうした変化
の動きを理解し、取り込んでいかなければならな
い。人間の基本的なニーズとして、また農村地域
における主要な生産要素として、新たな課題に応
え、関連する機会から利益を得るために、水は農
村社会を支援するにあたって中心的な役割を果た
すのである。

翻訳：新藤　政治
出典：“Water and the Rural Poor: Interventions for 

Improving Livelihoods in sub-Saharan Africa”
FAO/IFAD, 2008, pp.36-40 およびpp.66-72
より抜粋

用する。
③ 貧困の広がり：各生活地帯について、貧困の程
度と広がりを考慮した係数を適用する。

　対策内容別の単位費用は、類似した地域評価に
対して FAOが用いた投資プロジェクトから得た
情報をもとに推定した。単位費用の数値は、きわ
めて大まかな平均を表している。生活地帯間、ま
た一地帯内でも、場所ごとにかなりの相違がある
と考えられる。
　結果の詳細は付録および総括表の形で本文に示
されている（編注：本誌では省略）。総括表には、
対策内容別に、天水依存・かんがいの潜在可能面
積、必要な貯水容量、効果の及ぶ家畜頭数、世帯
数の形で示されている。
　これらの数値は、サハラ以南アフリカにおける
農村貧困削減を支援する水への投資について、あ
くまでも対策の可能性の指標または重要度の高さ
を示していると解すべきである。「平均的」単位
費用および各対策のポテンシャルに関する推定
には、かなりの不確実性が伴う。特に、「小規模
なウォーター・ハーベスティング」の項で示され
た一連の選択肢の範囲およびこうした対策に伴う
費用の変動幅は、投資の適用可能な限度とともに、
費用の推定に影響する最も重要な要因である。

　本報告書は、2つの重要なメッセージを伝えて
いる。第1は、サハラ以南アフリカにおいて、農
村貧困者を支援するため、水への対策の幅広い機
会がある、ということである。このような対策の
可能性は、効果の及ぶ人々、活用される水、土地
生産性の向上などの面で、きわめて大きいものが
ある。全体として、サハラ以南アフリカにおける

結　論
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Global Information and
Early Warning System
-on food and agriculture  [GIEWS]

穀物やその他の基礎的な食料の生産、在
庫、貿易の国際的な見通しを、最近のト
レンド分析や予測を盛り込んで解説した
もの。
品目別の詳しい解説や、生産や輸出入に
関する統計など、全文（英語）はウェブサ
イトにてご覧ください。（年2回発行）
www.fao.org/giews/english/fo

FAO の“Food Outlook”

2008年6月

FOOD
Outlook世

界の食料需
給

見通し
いうちに安定性を取り戻す可能性
は低い。主要な穀物の中では、逼迫
した小麦の供給が、2008年の豊作
予測を前提として、最も改善するも
のとみられる。小麦供給状況の改
善は、小麦のみならず、他の穀物に
関しても輸出制限の緩和へと順次
つながっていくこととなろう。しか
し、コメ市場は例外的に、比較的豊
富な供給状況にもかかわらず、困
難な時期に直面しつつある。加え
て、粗粒穀物の見通しは小麦のよ
うには良好ではない。トウモロコ
シの状況は、今年の生産が昨年の
記録的数値を超える見込みがなく、
またエタノール生産のためのトウ
モロコシ需要が何らの減退兆候を
示していないため、とりわけ注視を
要する。

　2008年は、高価格が膨大な作付
けの増加を促した結果、小麦の記

市 場 状 況 概 要

Market summaries

　2007/08年度はおおむね、急騰
する価格と不安定な状態が世界
穀物市場を特徴づけた。新年度
（2008/09年度）には何らかの事態
の転換がある可能性もあるが、世
界的な供給と需要との不均衡の重
大性を考慮すると、穀物市場が近

20Market summaries
「市場状況概要」
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　2008年における世界の粗粒穀物
生産は、2007年の記録的生産と比
べわずかに増加すると予測される。
しかし、2008/09年度における総利
用は、主としてバイオ燃料向けの
利用増大によって、生産をはるかに
上回るものと見込まれる。この結果、
翌年度の在庫は減少するものと見
られ、この見通しは、現在すでにき
わめて高水準となっている価格の
下支え要因となっている。2008/09
年度の世界貿易は、2007/08年度に
記録的な量に達した後、急激に減
少するものと予測される。この減少
は、主要な粗粒穀物市場において、
代替飼料小麦がはるかに多く国内
に供給されることで、トウモロコシ
とソルガムの輸入が減退する結果
として起こるものである。

　生産予測がきわめて良好ななか、
とりわけ豊作が各国政府による貿
易規制解除を促せば、国際的なコ
メ価格はすぐにも軟調を示し始め
るだろう。2007年の記録的生産に
よる相対的に十分な世界的供給と、
2008年のさらに明るい見通しとは
全く対照的に、コメ価格は、2008
年の当初以来、過去に例を見ない
高水準に達している。世界コメ市
場に見られる逼迫状況は、主と
して、いくつかの主要なコメ輸出
国において国内の食料価格上昇に
対する抑制措置の一環として取ら
れたコメ輸出規制によるものであ
る。輸出規制は、世界コメ価格を
例外的な高水準に押し上げたほか、
2008年に予測されているコメ貿易
の急激な減少の背景ともなってい
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図2　小麦の在庫と割合

録的な生産がもたらされると期待
される。この作付け増のほとんど
は、主要な小麦輸出国における作
付けの大幅な回復を反映したもの
で、この結果、新年度において輸出
供給が世界的に増大するものと期
待され、最近数週間は小麦価格の
急落が現出している。小麦供給の
増大は、供給がより不足している
粗粒穀物への小麦の代替を促進す
ることとなって、現在きわめて低
水準にある小麦在庫が適切な水準
にまで回復する妨げとなるかもし
れない。したがって、現在の徴候に
よって、新年度の小麦市場はより
需給バランスのとれた状態へと回
復するものとみられる反面、何ら
かの生産予測の悪化が、すぐさま、
小麦市場を不安定な状況に追いや
る可能性も考えられる。

粗 粒 穀 物 コ メ
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る。しかし、2008年の世界コメ生
産は、世界在庫の限界量の取り崩
しを超える事態となることはなく、
1人当たりコメ消費の少量の増加
を維持するのには十分であるとみ
られる。

　油料種子および油料種子産品の
国際的な価格の上昇は、2007/08
年度において加速し、2008年3月
には新記録となる高水準に到達し
た。南半球において進行中の収穫
状況によって、2007/08年度の油
料種子産品の世界市場は大幅に逼
迫されつつあることが確認されて
いる。植物油の供給増の縮小およ
び油かす供給の低落は、一層の需
要の拡大と時期を同じくしてい
る。需要に対する生産が落ち込む

なか、種子、油かすおよび植物油
の大幅な在庫削減が不可避であり、
2007/08年度においては、植物油
と特に油かすの世界的な利用に対
する在庫の割合が危機的低水準に
まで落ち込みつつあることが確認
されている。高価格が作付けを促
すとして、2008/09年度の第一次
予測は、世界油料種子生産の強い
回復を示している。この結果、植
物油および油かすの生産は世界的
な需要に対応するのに十分とみら
れ、したがって今後数ヵ月の間に、
油料種子および派生産品の価格は
安定したものとなり、場合によっ
ては弱含みに転じることもありう
る。しかし、特に油かすの場合、
在庫水準と利用に対する在庫の割
合については、その回復がきわめ
て部分的なものに過ぎないことを
考慮すると、これらの価格は、1
年前をはるかに上回る水準にとど

まるものと推定される。

　おおむね良好な生育条件によっ
て、2007/08年度の世界砂糖生産
は、予測されていた記録的な水準
に到達している。この生産増のほ
とんどは、伝統的な輸入諸国とブ
ラジルによるものであり、オースト
ラリアとインドでの生産減退を補っ
て余りあった。世界の砂糖消費は、
持続的な比率で増大していくもの
と予測されてはいるが、それでも
予期される第二次の連続的世界生
産過剰を吸収するのには十分では
なく、世界的な在庫の累積と、利
用に対する在庫の割合の増加要因
となろう。世界砂糖貿易は、アジ
アおよび中央アメリカの輸入の減
少と、予測を下回る南アメリカお
よびオセアニアからの輸出により、
2006/07年度対比でほとんど変わ
りがないものと見られる。将来展
望としては、国際的な砂糖価格は、
継続的な大量の輸出向け供給の存
在と弱含みの輸入需要という需給
圧力にさらされていくことが見込ま
れる。

　2008年の世界食肉生産は、高飼
料価格にもかかわらず増大するも
のと予想される。先進国における
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食肉消費の増大は1%未満という
控え目な程度にとどまると見られ
る一方で、開発途上国におけるよ
り大きな経済成長とより強い所得
弾性とによって、2008年の世界総
利用量は3%の増加となるだろう。
この需要増加の主要部分が輸入に
よってまかなわれると見込まれる
ため、食肉製品の世界貿易も3%増
大するものと予測される。注目す
べき動向は、大部分が開発途上国
を仕向け地とする世界食肉輸出の
増加のほとんどが、主として南ア
メリカの開発途上国を船積地とす
るものであると予期されている点
である。2006年前半以来、平均して
1ヵ月当たり1%増加している食肉
製品のFAO国際価格指数は、2008
年4月に最高水準に達し、現在136
（1998―2000=100）と推算される。
3月値対比3%近くの価格指数の上
昇は、主として、全食肉製品のう

ち飼料原料の価格上昇を最初に反
映する家きん製品の強気の価格に
よって招来されたものである。

　乳製品のFAO国際価格指数に
よって明らかなように、乳製品の
国際価格は2007年11月のピーク時
から12%下回ることとなった。に
もかかわらず、2008年4月の価格指
数は、2007年4月よりも依然として
25%高かった。しかしながら、主要
6輸出国―とりわけ乳製品部門
が再び干ばつの被害を受けている
オセアニアと、生産量割当ての増
加にもかかわらず供給量増大が
限定的なヨーロッパ―における
使用可能量の縮減に制約されて、
2008年における世界の乳製品貿易
は再び減少するものと予期される

など、乳製品市場の今後の方向に
ついては不確実性がつきまとって
いる。同時に、乳製品の高価格のも
とで、特にいくつかの主要輸入国
で牛乳生産が記録的な増大となっ
たことにより、輸入需要は減衰し
ている。世界牛乳生産は、前年の乳
製品の高価格に反応して、2008年
には2.5%の伸びを示すものと予測
される。

　2008年の養殖業は、水産物消費
（魚粉生産向けを除く）への貢献度
において、漁業と完全に肩を並べ
るところまで到達している。養殖
生産量は、この何十年かにわたっ
て成長を遂げ、2007年にはその
シェアが49%に達しており、2008
年にもその成長が予測されること
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から、歴史的ともいえる「養殖生
産量＝漁獲量」の事態が、本年中
に現出されることとなるであろう。
水産物および水産加工品の価格は、
いずれも上昇傾向をみせている。
とりわけ漁業の自生種魚類の価格
が上昇しているが、養殖種の価格
上昇は緩やかなものとなってい
る。水産物価格の上昇は、ここ何十
年かで初めてのことである。しか
し、日本や米国などの主要な市場
での需要の減退傾向や、上昇しつ
つあるエネルギー価格の生産（主
として漁業）および飼料（養殖業）
への影響が処理加工・運送・流通段
階での高コストをもたらしつつあ
ることなどが、利益幅に圧力を加
えつつある。それにもかかわらず、
養殖業は、状況が魚種や製品形態
によってまちまちではあるものの、
供給の増大によって価格上昇への
対応が可能のようである。例えば、

国際貿易で最も重要な種類である
エビの市場は、価格が記録的低水
準に下落し、いまや生産者が供給
の縮減を図るなど、きわめて弱含
みの状況に置かれている。他方、世
界貿易における拡大が最も速い魚
種の一つであるティラピアの価格
は、上昇を続けている。養殖業と
漁業の生産量の大部分を消費する
開発途上国の国内消費者にとって、
国内水産物価格は、食料品一般の
価格動向に伴って上昇していると
伝えられている。

世界の食料輸入総額、
1兆ドルを超える見込み

　2008年における輸入食料品の世
界総額は、昨年の最高額より26%
多い1兆350億ドルに達すると予測
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乳製品
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粗粒穀物

砂糖

図10　世界食料輸入額の品目別増加見通し：2007年の2008年に対する増減

されている。この数字は、FAO食
料輸入支払額予測が、今年後半の
期間において、きわめて変動的な
国際価格および貨物運賃の動向に
依存しているため、いまだ暫定的
なものである。経済グループ別で
は、後発開発途上国（LDCs）と低
所得食料不足国（LIFDCs）による
総支出が、2007年（前者は30%、後
者は37%）よりも多い37−40%の
増加になると見込まれ、最も経済
的に脆弱な諸国が、食料輸入の費
用について最大の負担を強いられ
ることとなる。これら2グループ
諸国の年間食料輸入支払い額は、
2008年末には2000年の4倍にも達
すると見込まれ、きわめて憂慮す
べき事態である。このような状況
は、食料輸入額の増加が年々はる
かに小さいものとなっている先進
国の一般的な傾向と、歴然とした
対比をなしている。

翻訳：松岡　將
出典：�“Food�Outlook,� June� 2008”�FAO,���

　2008�

食 料 輸 入 額
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コーデックス入門
—ＦＡＯ／ＷＨＯ国際食品規格委員会のすべてがわかります—

農林水産政策研究所　研究情報交流課長　遠藤　芳英

FAO/WHO 国際食品規格

　第8回　コーデックス関連の食品紛争事例

　「男はむせび泣き、身をもだえ、道で崩れ落ち
た。他の人々も倒れ、口から泡を吹き、ある者は
吐き、気がふれたような症候を示す。多くの者が

『火だ！焼かれる』と叫ぶ。それは目には見えない、
肉体と骨を裂き、燃やしつくす炎である。男も女
も子供も、耐え難い苦痛のなかで死んでいった 1」
　これは、西暦943年に、多くのヨーロッパ諸国
を襲った病気の記録と伝えられています。この病
気は、手足が火で焼かれるように熱くなり、錯乱
状態や、最悪の場合、死に至るとのことで、人々
はこれと似た体験をした「聖人アンソニー 2」に
ちなみ、この現象を「聖アンソニーの火」と称し
たそうです。後に、これはライ麦に発生するカビ
から生じる「麦角アルカロイド」というカビ毒で
生じることが判明しました。
　しかし、20世紀の半ばに至り、こうしたカビ毒
の恐ろしさを人類は再認識することになります。
1960年、イギリスで七面鳥が大量に（10万羽）死
亡する事件が発生しました。この原因は、エサの
ピーナッツに発生したカビがもたらす化学物質で
あることが判明し、のちにアフラトキシンと命名
されました。アフラトキシンにもB1、B2、G1、G2

という異なる種類が存在しますが、なかでもアフ
ラトキシンB1は、天然の化学物質の中で最強の発

ガン物質といわれています。現在では、アフラト
キシン以外にも、オクラトキシンＡ、フモニシン、
パツリン、デオキシニバレノールといった、様々
な健康被害を生じさせるカビが生産する化学物質
が発見されており、これらの総称をマイコトキシ
ンと呼ぶようになりました。
　こうしたマイコトキシンによる顕著な被害は、
現在でも発生するようで、最近では、2004年にケ
ニアでアフラトキシンに汚染されたトウモロコシ
で、多数の死者が発生したとのことです。また、
温帯地方の国でも穀物等のオクラトキシン汚染が
問題視されています。

　各国でも、こうしたマイコトキシン対策として、
食品に許容される最大基準値を次第に定めるよう
になり、それが国ごとに異なる規格の乱立につな
がることから、国際規格の策定を求める機運が高
まりました。毒性が強く、熱帯地域の途上国での
発生が多いアフラトキシンがまず選ばれたのも、
当然の流れでした。しかし、対象とする食品をど
のようなものにすべきか、また、どのような水準
で規制するのが適切かといった規格の基本設定を
めぐり、最初のコーデックスのアフラトキシンの
規格が成立するまで、多くの年数を費やすことに
なったのです。

1    カビ毒との闘い

　さて、長い間ご愛読いただきましたコーデックス入門ですが、今回でいったん終了し、機会があれば単発の
掲載を行うことになりました。今回の話題は、コーデックス委員会におけるマイコトキシンに関する規格で
す。またいつかお目にかかるのを楽しみにしています。

2    コーデックスにおける規格の策定
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　表1は、最初のコーデックス規格が成立するま
での歴史を簡単にまとめたものです。最初に議論
を開始したのは、FAOの油脂・油糧種子委員会
が1987年にコーデックス委員会に検討を依頼する
ところから始まります。しかし、規格が成立した
のは12年後の1999年でした（実質的には1998年で
合意。また、1997年には、家畜飼料向けに「生乳
生産家畜用飼料におけるアフラトキシンB1削減の
ための実施規範」が策定されている）。この間の
議論の変遷で特徴的なのは、下記のとおりです。

　①対象食品に関する意見の相違
　　�最初は、「穀物類・ナッツ類・油糧種子」といっ
た広範な食品が対象でしたが、途中で「全食
品」に拡大したものの、最終的には「加工仕
向のピーナッツ」、すなわち直接消費するの
ではなく、消費する前に加工されるピーナッ
ツに絞り込まれました。

　②�規格の対象となるアフラトキシンに関する意
見の相違

　　�アフラトキシンB1、B2、G1、G2の総計値か、
アフラトキシンB1だけにすべきか、という議
論の末に、最終的には総アフラトキシンの値
になりました。

　③�最大基準値（Maximum�Level,�ML）の水
準に関する意見の相違

　　�議論開始の1987年、MLとして15µg/kg�が提
案されていたのが、5µg/kgや10µg/kgとい
う案も途中で出され、最終的には15µg/kgと
なりました。

　④�サンプル方法もともに検討することになったこと
　　�アフラトキシンの汚染は、大量に輸送される
荷の全てに均一的に存在せず、一部に偏在し
ているため、MLの確認には、サンプルの取り
方が重要。そのため、アフラトキシンのサン
プル方法（Sampling�Plan）とアフラトキシン
のMLとを一体化した基準が策定されました。

　このような迷走が続いた背景としては以下が考
えられます。

　�①�議論を開始した当初、規格を策定するうえで
不可欠な、アフラトキシンの人体への健康被
害（疫学調査）、動物実験、農作物への発生
状況に関するデータが十分でなかったこと
（ピーナッツに関しては、比較的豊富に存在
した）。　

　②�アフラトキシンは、強力な発ガン物質であるた
め、1987年の第31回JECFA（FAO/WHO合同
食品添加物委員会）で、可能な限り低い水準に

CODEX alimentarius

表1　�コーデックスでの最初のアフラトキシン最大基準値
（ML）が成立するまで
年 経　緯

1987年

・�FAO油脂・油糧種子委員会からの要請を受け、食品添
加物・汚染物質部会（CCFAC）がアフラトキシンの
MLの議論を開始。

・�CCFACは、穀物・油糧種子・ナッツ類のアフラトキ
シンB1、B2、G1、G2の合計のMLで15µg/kgを提案。

1988年 ・�コーデックス穀物豆類部会（CCCPL）においても、穀物・
豆類のアフラトキシンのMLの議論開始。

1988年 ・�CCFACでMLを前回の15µg/kgから5µg/kgにする
ことで合意。

1989年
・�CCFACで5µg/kgを議論するものの、低すぎて実現
困難の反対意見。

・�一方、データが豊富なピーナッツに関し、アフラトキ
シンB1のMLとして5µg/kgを提案することで合意。

1990年
・�CCFACで、「ピーナッツのアフラトキシン5µg/kg」
と「穀物・油糧種子・ナッツ類の15µg/kg」を議論。
結果、この2案�の代わりに、「乳製品を除く全ての食
品のMLで10µg/kg」との新提案で合意。

1991年 ・�CCFACで「全食品のML10µg/kg」を議論するも意
見がまとまらず。

1992−95年

・�94年のCCCPLで、「加工用ピーナッツの総アフラト
キシンMLを15µg/kgとそのサンプル方法」に議論の
焦点を絞ることで合意。CCCPLはこの年で休会した
ため、CCFACに議論の継続を要請。

・この期間、CCFACでは議論進展せず。

1995年 ・�コーデックス総会で、「ピーナッツMLとサンプル方法」
をCCFACが議論することになる。

1997年3月
・�CCFACで「加工用ピーナッツの総アフラトキシンML
（15µg/kg）とサンプル方法」を議論。ECが反対意
見として10µg/kgを提案。意見はまとまらず、6月の
JECFA評価を待つことで合意。

1997年6月
・�49回JECFAで、アフラトキシンのML20µg/kgと
10µg/kgでは、健康に与える影響に大きな差異はな
いとの結論。

1998年 ・�CCFACで加工用ピーナッツの総アフラトキシンMLを
15µg/kgとすることで合意し、サンプル方法も合意。

1999年
・「�加工用ピーナッツのML15µg/kgとサンプル方法」

がコーデックス総会で採択され、コーデックス規格
となる。

出典：食品規格委員会（CAC）、CCFAC、CCCPL、JECFA報告書より筆者が作成
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保つよう勧告されたが、どの程度の水準であれ
ば、農作物の生産や流通に重大な支障が生じ
ないように達成できるかに関し、各国の状況が
異なるため意見の相違が収束しなかったこと。

　こうしたMLの水準に関する論争に終止符を打
つのがJECFAの科学的評価でした。表１にある
ように、1997年3月の食品添加物・汚染物質部会

（CCFAC）で、「加工仕向けのピーナッツの総ア
フラトキシンのML」は15µg/kgと10µg/kg（主
としてEU諸国）との2案で対立しました。しかし、
その3ヵ月後の97年6月の第49回JECFAで、最大
基準値として20µg/kgと10µg/kgを比較し、健康
への影響を評価したところ、両者にはほとんど差
がないという科学的評価が出されたのです。その
結果、翌1998年のCCFACでは15µg/kgで合意が
成立し、1999年の総会で最終採択となったのです。
　

（1）規格の対象の拡大
　これ以降、マイコトキシンの規格は少しずつ増
えています。表2にある通り、穀物等のオクラト
キシンAやリンゴのパツリンや、また、ピーナッ
ツ以外のナッツ類のアフラトキシンに対する規格
が作成されました。

（2）生産・貯蔵・流通過程での対策
　　（実施規範）
　マイコトキシンはカビが原因です。そのため、
根本的かつ効果的なリスク管理の方法は、最大基
準値だけでは限界があり、そもそもカビやその発
生を招く病害虫を防ぐための生産、貯蔵、流通上
の様々な対策を行うことであるとの認識が生まれ
てきました。それをコーデックスで文書化したの
が一連の「マイコトキシンの汚染防止・低減のた
めの実施規範（Code of Practice）」です。これは、
他の食品の安全性を確保するための手段でも、適

正農業規範（GAP）、GMP、HACCPといった生
産過程での対策が重要との認識と同じものです。
表2にある通り、最近、マイコトキシン対策として、
コーデックスでもこうした規範を策定するように
なりました。

　1997年、EUはそれまで加盟国で異なっていた
MLを、EU全体で統一する案を発表し、世界貿
易機関（WTO）のSPS委員会を通じて各国に通
報しました。しかし、その案は、同じ時期にコー
デックスでEUが提出し、各国から厳しい水準と
批判されていたものであったこと（加工を行い消
費されるピーナッツ等の総アフラトキシンMLを
10µg/kgと提案）、さらに、先に紹介した1997年
のJECFAの結果も出たため、SPS委員会でEUは

4    WTOでの議論

3    最近の動向
表2　�コーデックスのアフラトキシンに関する規格＊

規　格 最大基準値（ML） 成立年

加工用ピーナッツの総アフラトキシ
ンのMLとサンプル方法 15µg/kg＊＊ 1999年

アフラトキシンM1のML 0.5µg/kg＊＊ 2001年

りんご果汁や他の飲料のりんご果汁
原料のパツリンML 50µg/kg＊＊ 2003年

りんご果汁や他の飲料のりんご果汁
原料におけるパツリン汚染防止及び
低減に関する実施規範

2003年

オクラトキシンA、ゼアラレノン、
フモニシン、トリコテセネスに関す
る別添を含んだ、穀物におけるマイ
コトキシンの汚染防止及び低減に関
する実施規範

2003年

ピーナッツのアフラトキシン汚染防
止及び低減に関する実施規範 2004年

堅果類（tree�nuts）のアフラトキ
シン汚染の防止及び低減のための実
施規範

2005年

ワインのオクラトキシンAの汚染防
止及び低減に関する実施規範 2007年

小麦、大麦及びライ麦におけるオク
ラトキシンA�のML 5µg/kg＊＊ 2008年

加工用及び直接消費用アーモンド、
ヘーゼルナッツ及びピスタチオにお
ける総アフラトキシンのML

加工用15µg/kg＊＊

直接消費用10µg/
kg＊＊

2008年

アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピス
タチオのためのサンプリングプラン 2008年

*食用農産物を対象とした規格のみ。食用以外では、生乳生産家畜飼料のアフ
ラトキシンB₁削減のための実施規範が1997年に策定されている

**�採択されたMLは、「食品の汚染物質・毒性物質に関する一般規格（General�
Standard�for�Contaminants�and�Toxin� in�Foods:�CODEX�STAN�
193-1995）」の「Schedule�Ⅰ」に掲載される（www.codexalimentarius.
net/web/standard_list.do?lang=en）
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ある。当初の10µg/kgから、コーデックスと同じ15µg/kgにし
た。EUの制度は複雑で、この加工用のピーナッツ・ナッツ類・
乾燥果実のアフラトキシンB1に関しても8µg/kg、さらに、「直
接消費向けピーナッツ・ナッツ類・乾燥果実」に対し、アフラト
キシンB1で２µg/kg、アフラトキシンB1、B2、G1、G2の総計で
4µg/kgという基準をそれぞれ設定している。

各国から批判され（科学的根拠なしに不当に厳し
い基準を提案したと）、結局EUは当所の提案を一
部緩和することにしました 3。

1  “Manual on the application of the HACCP system in 
Mycotoxin prevention and control” FAO, 2001（翻訳は筆
者）

2  3-4世紀にエジプトで活躍したキリスト教の聖人
3  緩和したのは、「分別（sorting）や物理的な処理を行うピーナ

ッツ・ナッツ類・乾燥果実」（直接消費ではないということ）に
対するアフラトキシンB1、B2、G1、G2の総計の最大基準値で

えんどう　よしひで
1984 年京都大学農林経済学科修士卒　同年農林水産省
入省　OECD 専門官、在イタリア日本大使館書記官（FAO
担当）などを経て、2001 年から2006 年まで FAO のコーデッ
クス委員会に出向　2006 年 6 月より農林水産省政策研究
所勤務

「世界最大の食料・農林水産に関するデータバンク」といわれる
FAOの資料を多くの人にご利用いただけるようサービスを行って
おりますので、お気軽にお立ち寄りください。

FAO寄託図書館
■ 所 　 在 　 地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ横浜 横浜国際協力センター 5Ｆ FAO日本事務所内
■ 利用予約および問い合わせ：

TEL 045-226-3148／FAX 045-222-1103／E-mail fao-library@jaicaf.or.jp
■ 開 館 時 間：平日10:00 〜12:30／13:30 〜17:00
■ サービス内容：FAO 資料の閲覧（館内のみ）／インターネット蔵書検索（ウェブサイトより）／

レファレンスサービス（電話、E-mail でも受け付けています）／複写サービス（有料）
■ ウェブサイト：www.jaicaf.or.jp/fao/library.htm

森林とエネルギー　－主な課題－

　エネルギー消費の増大や原油価格の高騰、温室効果ガスの排出増加へ
の高まる懸念が、原油に代わるエネルギーの模索を促しています。現在
生産されている再生可能エネルギーの中では、バイオ燃料が最も多くを
占め、バイオマスとして高レベルのエネルギーおよび炭素効率を提供す
る木材もその一つです。
　本書は、バイオエネルギー生産における木材の現在および将来の貢献
と、液体バイオ燃料向けの作物が森林に与える影響について考察してい
ます。専門家・一般を問わず、エネルギー生産における森林の役割につ
いて関心を持つ方にお薦めしたい 1 冊です。
FAO、2008 年、56 ページ、英語

FAO寄託図書館情報
新着
資料
新着
資料Forests and energy　

－ Key issues －  （FAO Forestry Paper No.154） 

お詫びと訂正
本誌2008年夏号（通巻811号）に下記の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
p.8「数字で見るFAO」の図
誤：組織運営 1.89億ドル　正：組織運営 0.18億ドル
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　世界人口の急増、開発途上国の急速な経済的発
展、欧米先進国での健康志向の高まり等を背景
に、水産物の需要が地球規模で拡大し、魚種に
よっては厳しい漁獲規制が義務づけられてきて
いる。限りある天然資源としての水産物を、将
来も、安定的、持続的に利用できるようにする
ために、過剰漁獲を抑制し、持続的な利用を推
進することについて、生産者（漁業者・加工業者）

のみでなく、流通・消費関係者も、認識を深め、
各々の具体的な行為に反映する必要が生じてい
る。このような背景のもと、2007年12月、水産
物を対象にした日本で初の水産エコラベル制度、
マリン・エコラベル・ジャパン（通称MELジャ
パン）が発足した。

　水産エコラベル制度とは、漁業の持続性（資
源管理と生態系への影響の配慮）を認証し、認
証された漁業の水産物にラベルを付ける制度で、
消費者がラベルの付いた水産物を選択すること
で持続的な漁業を促進することを目的としてい
る。MELジャパンの制度は、ＦＡＯの定めた「海
洋漁業からの漁獲物と水産物のエコラベリング
のためのガイドライン」を基本としている。制
度には、大学、研究機関はもとより、漁業関係者、
漁業管理の担当者（漁業者、研究者、行政）、流
通関係者、消費者、環境ＮＧＯ、食の専門家等、
様々な識者に参加いただき、信頼に足る制度の
運営を目指しており、社団法人大日本水産会が
暫定的に運営の事務局を務めている。

　MELジャパンの認証には、生産段階認証と
流通加工段階認証があり、これら両方が取得さ
れることで、持続的な漁業で獲られた水産物が、
他の水産物と混ざることなく、消費者に届くこ
とが可能になる。生産段階認証の基準は、①確
立された実効ある漁業管理制度の下で、漁業が

マリン・エコラベル・ジャパンの普及用チラシ

日本の水産エコラベル制度、
MELジャパンが審査開始
マリン・エコラベル・ジャパン事務局　西村　雅志



FAOの使命は「人類の飢餓からの解放と
世界経済の発展に貢献すること」です。
そのために「FOOD for ALL（すべての人に食料を）」
というスローガンを掲げて
テレフード・キャンペーンを行っています。
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管理型漁業に取り組んできた。この伝統的な管
理の延長線上にある日本型の漁業管理制度を有
効に活用し、日本の漁業管理の実態に即した認
証を目指す。
　
　認証申請のための手続きを開始したのは、2008
年6月現在で上記の3漁業である。

　この他にもMELジャパン事務局には、日本各
地から関心の声が寄せられている。豊かな海と
魚食文化を次世代に引き継いでいくために、前
向きに資源管理に取り組む漁業者と消費者の橋
渡しとして、MELジャパンのエコラベルの普及
に努めていきたい。

行われていること、②対象
資源が持続的に利用される
水準を維持していること、
③海洋生態系の保全に適切
な措置が取られていること
である。流通加工段階認証
の基準は、①トレーサビリ
ティーが確保されているこ
と、②対象水産物以外の水
産物の混入、混在が防止さ
れる管理体制があることで
ある。これらの基準はさら
に要件、認証基準、認証指
針、審査項目、認証ガイド
ラインと細分化され、これ
らの項目に従い、基準を満
たしているか判定する。審
査は、公正と客観性を確保
すべく、MELジャパンか
ら独立した審査機関が行う。
2008年6月現在では、社団
法人日本水産資源保護協会が審査機関として登
録されている。

　以上が大まかな仕組みであるが、MELジャパ
ンには更なる特徴がある。日本では、伝統的に
中小・沿岸の漁業者が多様な漁業を営んでいる。
これらの漁業者にも持続性の輪が広がるよう、実
費に基づく低いコストで精度の高い認証を行う。
これは、大学、研究機関から漁業の現場の専門
家に至るまで、様々なレベルでの協力を仰ぐこ
とで実現するものである。加えて、古くから日
本の漁業者は、共同管理という制度の下、環境
に配慮し資源の将来を見つめながら、話し合い
の中から地域漁業の実態に即した現実的な資源

エコラベル認証申請の手続きを開始した漁業

日本海べにずわいがに漁業
申　請　者：	日本海かにかご漁業協会（鳥取県境港市）
認証対象魚種：	ベニズワイガニ
操 業 期 間：	9月-6月（通常一航海数日から10日）

沖合底曳網漁業
申　請　者：	鳥取県沖合底曳網漁業協会（鳥取県鳥取市）
認証対象魚種：	ズワイガニ、アカガレイ
操 業 期 間：	ズワイガニ	 11月-3月（一航海3日から5日）
	 アカガレイ	 9月-5月（一航海3日から5日）

２そう船びき網漁業
申　請　者：	由比港漁業協同組合（静岡県庵原郡由比町）
	 大井川町漁業協同組合（静岡県志太郡大井川町）
認証対象魚種：	サクラエビ
操 業 期 間：			3月25日-	 6月		5日（富士川沖）
	 11月		2日-	12月27日（大井川沖）
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国連で働くとは？
みなさんの疑問に、本コーナーでは、FAOで活躍する若手からベテランスタッフがお答えします

「新たに1億人が食料危機・貧困状況に陥る」「30
億ドルの追加支援が必要」などのショッキングな
話題が、ここ数ヵ月ニュースや新聞紙面を賑わせ
ている。言わずと知れた、世界的な食料価格の高
騰に関するニュースである。この問題への対応と
してFAOが2007年12月より開始したのが「食料
価格高騰に対するイニシアティブ（Initiative on 
Soaring Food Prices, ISFP）」であり、東部アフリ
カ担当としてこのイニシアティブの促進を行うこ
とが、FAO東部アフリカ準地域事務所配属の農業
政策官（APO）である私の主要業務の一つとなっ
ている。

食料価格高騰の主な要因としては、新興開発国
における穀物需要の増加、原油高に起因する食料
生産・輸送費用の上昇、バイオ燃料原料としての食
料作物需要の増加、近年までの低価格による食料
生産インセンティブの低下や食料輸出国における
不作などが挙げられるが、メディアが頻繁に語る
対応策、また多くの国で実際に取られている政策
は、食料支援や食料への免税などに代表される対
症療法的なものが圧倒的に多いことに私は驚きを
感じる。今現在飢えている人がいる以上、こういっ

た緊急支援・対策が必要であることは事実だが、そ
れは食料価格の高騰を根本的に解決することには
ならない。肥料や改良種子の使用によって短期的

（1、2年内）に食料を増産し、かんがい施設や農村
道路、市場・流通システムの整備などによって中・
長期的にそれを安定化させる施策を取らなければ、
少なくとも今後10年間は高いレベルを維持すると
いわれている食料価格の問題に対応することはで
きず、したがって食料援助などによる消費面への
支援と、生産・流通面への支援との間でバランスを
とることが必要となる。また、世論はこの食料価格
の高騰を「危機」としてとらえる風潮が強いが、現
在の状況は食料を余剰生産することのできる農民
にとっては生計改善の機会でもあり、途上国農村
部の持続的な発展のためにも、FAOの持つ技術的
優位性を生かし、食料の増産、流通の改善などに貢
献することが重要となってくる。   

こういった背景のもと、私は東部アフリカ8ヵ国
（エチオピア、ジブチ、スーダン、ソマリア、ケニア、
ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ）のFAO国別事務所
が食料増産のための支援を各国政府に行っていく
ための情報の収集・提供、および技術的サポートを
行っている。また、FAOが東部アフリカ準地域事
務所を置くエチオピアでは、世界食糧計画（WFP）、
国連開発計画（UNDP）、国連児童基金（UNICEF）

オフィスにて同僚（左）と業務の打ち合わせ

農業セクターのドナーワークショップにて（エチオピア・アディスアベバ郊外）

持続的な水産資源利用のために
水産情報の質的向上を図る

FAOで
活躍する
日本人⑬ FAO東部アフリカ準地域事務所　Policy Officer　　里山　隆徳



などの他の国連機関との連携、エチオピア国内の
研究者との協働によるアドボカシーなどを通じて、
短・中期的な食料増産への対応策をエチオピア政
府と検討している。食料価格の高騰は喫緊の課題
であるにもかかわらず、政府や関連機関との交渉・
調整には手間もかかるが、それだけにやりがいも
大きい。
また、先述の通り私は農業政策官として2008年
2月よりFAO東部アフリカ準地域事務所で勤務
しているが、食料価格高騰にかかる業務のほかに
も、エチオピアにおける農業を中心とした経済成
長回廊イニシアティブの促進、スーダンにおける
農業復興計画実施支援、ケニアにおける農業省構
造改革支援などの業務も担当している。これらの
業務は非常にやりがいがあるが、まだ30代の私が、
学歴や年齢を重要視する傾向の強い東部アフリカ
の国々で、博士号を持ち、年齢層の高い各国の政治
家、政府官僚、および他の関係機関の担当官と交渉
を行い、政策に影響を与えていくことの困難さも
感じている。しかし有能な上司に恵まれ、政策官と
しての視点や政治交渉の技術など学ぶことも多い。

私は元々、グアテマラでの青年海外協力隊やNGO
などで草の根での農村開発に従事してきたが、よ
り大きな農業開発へのインパクトを実現するため
に政策分野に方向を転換し、大学院への留学、マラ
ウイにおけるJICA企画調査員などを経て、現職に
至った。今後も農業政策官としての資質を高めな
がら、草の根の視点をどのように政策に反映させ
ていくかを考えつつ、引き続き途上国の農業・農村
開発に携わっていきたいと考えている。

食料価格高騰に対するアドボカシーのための研究者との非公式会合
（エチオピア・アディスアベバ）

FAO東部アフリカ準地域事務所

穀物、スパイスを売る店に並ぶ人たち（エチオピア・オロミア州の地方市場）

エチオピアの農村部の風景
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FAOの農業用水管理マップ

世界の農業用水管理に対する気候 変動の影響
Typology of Climate Change Impacts & Response Options for Agricultural　 Water Management in Selected Agricultural Systems

FAOでは、世界の農業システムを融雪地帯、デルタ
地帯、乾燥・半乾燥熱帯、湿潤熱帯、温帯、地中海沿岸、小
島嶼地帯の7つに区分し、それぞれの地帯における農業
用水の管理に対する気候変動の影響を示している。こ
の中では、各地帯の代表的な箇所ごとに、①現況、②気
候変動による変化、③脆弱性、④適応性、⑤対策の概要
を示している。農業用水管理に対する気候変動の影響
は、高温化、海水面の上昇、降雨パターンの変化、流出量
の地域的・時間的分布の変化、干ばつ・台風・洪水等の災
害の増加、地下水等の水質変化など多岐にわたってい
る。そのため、それらへの対策も、かんがいシステムの
自由度の増加、貯水機能の改善、土壌管理の改善、地下
水の管理、用水再利用の促進、干ばつ・洪水対策の強化、
作物の多様化、需要と供給の調整など、様々な取り組み
を総合的に検討する必要がある。

各地帯の具体的な説明（英語）は、FAO本部のWater 
Development and Management Unit ( 水 開 発
管理課)のウェブサイトより「Water & CLIMATE 
CHANGE: interactive maps」をご覧ください。

www.fao.org/nr/water/
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農業システムの区分

FAOの農業用水管理マップ

世界の農業用水管理に対する気候 変動の影響
Typology of Climate Change Impacts & Response Options for Agricultural　 Water Management in Selected Agricultural Systems

融雪地帯 デルタ地帯 乾燥・半乾燥熱帯 湿潤熱帯 温帯 地中海沿岸 小島嶼地帯
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