
ＴＰＰが日本の農業・食品製造業等に及ぼす影響
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カロリーベース食料自給率の推移

（％）
【生産面】国内生産力の低下

・65歳以上の農業就業人口の割合

自給率低下の要因

7375
65歳以上の農業就業人口の割合

21％(昭和50年)→61％(平成21年)
・農地面積

607万ha(昭和35年)→461万ha(平成21年)
・耕作放棄地

％

65
13万ha(昭和50年)→39万ha(平成17年(東京都の1.8倍)） ｶﾛﾘｰﾍﾞｰｽ自給率

目標

（32年度50％）

55
ｶﾛﾘｰﾍﾞｰｽ食料自給率
（21年度40％）

自給率低下の要因

45
【需要面】食生活の大幅な変化
・米の消費の減少

112kg/年(昭和40年度)→58.5kg(平成21年度)
・畜産物等の消費の増加
肉類9 2k /年(昭和40年度) 28 6k (平成21年度)

（21年度40％）

35

肉類9.2kg/年(昭和40年度)→28.6kg(平成21年度)
油脂類6.3kg/年(昭和40年度)→13.1kg(平成21年度)
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世界の食料需給の見通し

○ 人口増加等に伴う消費の増加に生産が追いつかず、需給がひっ迫した状態が継続する見通しであり、食

国際価格の見通し世界人口の見通し億人

○ 人口増加等に伴う消費の増加に生産が追いつかず、需給がひっ迫した状態が継続する見通しであり、食
料価格は今後高止まりするとの予測。
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－世界食料需給モデルによる予測結果－」
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○ 我が国の農業・農村は、農地の減少、農業者の高齢化、農村の疲弊など、ここ十数年で危機的な状況が

我が国農業・農村が直面する課題

【平均年齢は６５歳と高齢化、後継者も育っていない】【４５年間で農地は約２割減少】

（万人）
― 基幹的農業従事者の年齢構成 ―― 農地及び耕地利用率の推移 ―

○ 我が国の農業 農村は、農地の減少、農業者の高齢化、農村の疲弊など、 十数年で危機的な状況が
一層深刻化し、この15年間で農業所得は半減。

昭和一桁世代

40

50

60

平成７年

平成17年
46万人

（万人）

平成17 年 224万人 64.2歳

基幹的農業
従事者数 平均年齢

平成 7 年 256 万人 59.6歳

143万ｈａ減少143万ｈａ減少

607.1万ha

133.9％

92.2％耕地利用率

0

10

20

30福島県や長野県と
ほぼ同じ面積
福島県や長野県と
ほぼ同じ面積

462.8万ha
耕地面積

【全国で担い手がいない地域が半数以上】
【１５年間で農業所得は半減】

15～19歳20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75歳以上

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：基幹的農業従事者とは、自営農業に主として従事した15歳以上の世帯員（農業就業人口）

のうち、普段の主な状態が「主に仕事（農業）」である者で、主に家事や育児を行う主婦や学
生等を含まない。また、上記の図は販売農家のもの。

昭和35 45 55 平成２ ７ 12 17 20

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

【全国で担い手がいない地域が半数以上】

67% 68%

― 農業を主とする６５歳未満の農業者のいない水田集落 ―
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― 農業所得の推移 ―

52%

14%
23%

42% 47%

67% 63% 68%
57%
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4.0兆円
3.6兆円

3.0兆円
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14%

全国 北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿 中国四国 九州

資料：農林水産省「2005年農林業センサス」（組替集計）

平成2 平成7 平成12 平成17 平成20年度

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

注：農業純生産とは、「農業総生産－固定資本減耗（減価償却引当額＋災害額）－間接税＋経常
補助金」で算定され、所得として受け取った額に相当。



１戸当たりの経営耕地面積の展望

１戸当たりの経営耕地面積の展望
３２年

平成２年 ７年 １２年 １７年 ２１年
３２年
（展望）

販売農家*1 １.４ha １.５ha １.６ha １.８ha １.９ha ２.６ha

増加率（年率） （１ ２％） （１ ３％） （１ ９％） （２ ７％）増加率（年率） （１.２％） （１.３％） （１.９％） （２.７％）

主業農家*2 － ３.２ha ３.９ha ４.４ha ５.１ha ７.７ha

増加率（年率） － （３.９％） （２．２％） （３．９％）

（参考）諸外国との比較

日本 米国 ＥＵ(27) 豪州

(平成21年) (19年) (19年) ドイツ フランス イギリス (19年)

農家一戸当たりの農地面積（ha） 1.9 198.1 13.5 45.7 55.8 58.8 3023.7

*1 経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家
*2農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家
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出典:農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「農林業センサス」、「農業構造動態調査」、USDA“2008 Agricultural Statistics”、EU“Agriculture 
in the European Union Statistical and Economic Information 2008”、豪州“Australian Commodity Statistics 2009”



現現 状状

今後の農政の展開方向

現現 状状

食料供給上の危機食料供給上の危機 食料自給率※ 49%(H元) →   40% (H21)
就業人口 414万（H7）→ 260万（H22）就業人口 414万（H7）→ 260万（H22）

３つの柱で食料自給率目標５０％の達成に向け農業の競争力を強化３つの柱で食料自給率目標５０％の達成に向け農業の競争力を強化

産業としての農業の持続性の危機産業としての農業の持続性の危機

※カロリーベースでの食料自給率

３つの柱で食料自給率目標５０％の達成に向け農業の競争力を強化３つの柱で食料自給率目標５０％の達成に向け農業の競争力を強化

○○ 戸別所得補償制度の導入戸別所得補償制度の導入

○○ 農山漁村の６次産業化農山漁村の６次産業化

意欲ある者が農業に安心して参入し、営農できる環境整備

○○ 農山漁村の６次産業化農山漁村の６次産業化

販売価格の向上（加工、直売）、販売量の増加（輸出、

エネルギー等新市場開拓）で経営所得の増加

○○ 消費者ニーズに適った生産体制への転換消費者ニーズに適った生産体制への転換

品質、食の安全・安心、環境などの消費者ニーズに適った農
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品質、食の安全 安心、環境などの消費者 ズに適った農

業生産を促進し、国産農産物の優位性を向上



ＥＰＡ／ＦＴＡについて

○ ＷＴＯ（世界貿易機関）は世界１５３ヵ国が加盟し 貿易自由化（全ての加盟国に対して同じ関税を適用）を○ ＷＴＯ（世界貿易機関）は世界１５３ヵ国が加盟し、貿易自由化（全ての加盟国に対して同じ関税を適用）を
行っている機関である。
これに対して、ＥＰＡ（経済連携協定）・ＦＴＡ（自由貿易協定）とは、二ヵ国間（又は数カ国間）で取り決めをす
るものである。
○ ＦＴＡは二国間等で関税を相互に原則撤廃することを取り決める協定。
○ ＥＰＡは関税の原則撤廃に加えて、投資や人の移動、技術協力などの幅広い分野を含む協定。

ＥＰＡとＦＴＡ

経済連携協定（ＥＰＡ）
（Economic Partnership Agreement）

ＷＴＯとＦＴＡ

高
関税率

協定構成国間での、物やサービスの貿易自由化

だけでなく、投資の自由化、人的交流の拡大、

協力の促進等幅広い分野を含む協定

（ p g ）

ＦＴＡ
ＷＴＯ

自由貿易協定（ＦＴＡ）
（Free Trade Agreement）

（加盟国に対し、
関税を等しく適用）

ＦＴＡ

（ＷＴＯの例外）

協定構成国のみで
（Free Trade Agreement）

協定構成国のみを対象として、物や

サービスの貿易自由化を行う協定
○ 関税の原則撤廃とは

原則関税撤廃

低
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○ 関税の原則撤廃とは

ＷＴＯ協定上、ＧＡＴＴ第２４条「実質上すべての貿易」について

関税撤廃を行うことが条件とされている。



○ 我が国は １２の国や地域とＥＰＡを締結 大筋合意 ４か国と交渉中 ＦＴＡＡＰの構築を目指す

ＥＰＡの進捗状況

発
シンガポール

2010．10

2009 2010

○ 我が国は、１２の国や地域とＥＰＡを締結・大筋合意。４か国と交渉中。ＦＴＡＡＰの構築を目指す。

発
効

・
大
筋ブルネイ

インドネシア
タイ
チリ
マレーシア
メキシコ

発効済み

○ 我が国は、１２の国や地域とＥＰＡを締結・大筋合意、４か国と交渉中。

○ 日中韓、ＥＵ、モンゴルと共同研究等を実施中。ＦＴＡＡＰの構築を目指す。

筋
合
意

ASEAN全体
ブルネイ

フィリピン

ベトナム
スイス

インド ○9月大筋合意交渉中

交
渉
中

韓国

ＧＣＣ

インド
ペルー

○9月大筋合意交渉中

交渉中

交渉中

交渉中

○9月局長級事前協議

豪州

日中韓

ＥＵ

○5月共同研究開始
○7月共同検討作業開始

交渉中

交渉中

共
同

研
究

ASEAN+3（日中韓）

FTAAP(アジア太平洋自由貿易圏）

モンゴル ○6月共同研究開始等

新
た
な

○6月新成長戦略「2020年を目標にFTAAPを構築」

○10月政府間研究開始
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ASEAN+6(日中韓印豪ＮＺ)

な
課
題

○10月政府間研究開始

○10月政府間研究開始
（注）「アジア太平洋諸国と成長と反映を共有する環境を整備します。架け橋として、ＥＰＡ・ＦＴＡが重要です。その一環として、環太平洋パート
ナーシップ協定交渉等への参加を検討し、アジア太平洋自由貿易圏の構築を目指します。」（2010年10月1日 総理所信）



ＥＰＡの進捗状況・各国との比較

EPA／FTA取組状況：△交渉中 ○署名済み ◎発効済み

○ 貿易総額に占めるＥＰＡ締結国の貿易額を見ると、我が国は主要国と比べて低い水準となっている。

EPA／FTA取組状況：△交渉中、○署名済み、◎発効済み
FTA比率：ＦＴＡ相手国（発効国及び署名済国）との貿易額が貿易総額に占める割合

EPA／
FTAの

FTA
比率 日本 韓国 中国 米国 ＥＵ

ＡＳＥＡＮ

インド 豪 ＮＺ カナダ メキシコ チリ ペルー スイス GCC各国との個FTAの
数 ＊

比率
＊

日本 韓国 中国 米国 ＥＵ インド 豪 ＮＺ カナダ メキシコ チリ ル スイス GCC
別の
取組

日本 11 16
%

△
（中断 ◎

7カ国と発
効済

△
※２

△ ◎ ◎ △
※２

◎ △
%

（中断
中）

効済 ※２ ※２

韓国 7 36
%

△
（中断
中）

○ ○ ◎
1カ国と発
効済

◎ △ △ △ △ ◎ △ ◎
EFTA

△
中）

中国 8 21
%

◎
1カ国と発
効済

△ ◎ ◎ ◎ △

14 38
1カ国と発
効済 ◎ ◎

◎
ﾊﾞｰﾚｰﾝ、

米国 14 38
%

○
効済

2カ国と交
渉中

◎ ◎
ＮＡＦＴＡ

◎
ＮＡＦＴＡ

◎ ◎ ｵﾏｰﾝ

△
UAE

ＥＵ
※１ 29 76

%
○ △

1カ国と交
渉中

△ △ ◎ ◎ △ ◎ △
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※１ % 渉中

※１ ＥＵのＦＴＡ比率「76％」は域内貿易を含む。域外貿易のＦＴＡ比率は30％。
※２ 交渉は完了。署名・発効に向け作業中。



ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）について

○ 2006年に、シンガポール等４カ国による経済連携協定（通称「Ｐ４協定」）が発効。2010年３月、上記４カ国

に米国、豪州、ペルー、ベトナムを加えた８カ国でＰ４を発展させたＴＰＰの交渉を開始。１０月からマレーシ

アが交渉に加わり 現在９カ国で交渉中アが交渉に加わり、現在９カ国で交渉中。

環太平洋戦略的経済連携協定（２００６年に発効）

●シンガポール、ＮＺ、チリ、ブルネイによる経済連携協定（通称Ｐ４）。Ｐ４はＡＰＥＣ加盟国に開放。

「P4」が拡大

●上記４カ国に、米国、豪州、ペルー、ベトナムを加えた８カ国で、Ｐ４を発展させた広域経済連携協定を目
指す交渉。
● 年 月 に第 回交渉会合（於 ブ ネイ） 同会合から シ が新規参加し 現在 カ

環太平洋パートナーシップ協定交渉

●2010年10月４～９日に第３回交渉会合（於：ブルネイ）。同会合からマレーシアが新規参加し、現在９カ
国。

今後の交渉日程（予定）

米国は、2011年11月のＡＰＥＣ首脳会議までの交渉妥結を目指している。
●第５回 ２０１１年２月（チリ）
●第６回 ２０１１年３月（シンガポ ル）

●第８回 ２０１１年９月（米国）
●第９回 ２０１１年１０月（ペル ）

今後の交渉日程（予定）
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●第６回 ２０１１年３月（シンガポール）
●第７回 ２０１１年６月（ベトナム）

●第９回 ２０１１年１０月（ペルー）

※ ＡＰＥＣ首脳会議（２０１１年１１月１２～１３日、米国（ハワイ））



ＴＰＰ交渉についての留意点

○ ＴＰＰ交渉に参加するという判断をした場合、予め特定セクターの自由化を除外した形での交渉参加は
認められない可能性が高い。

○ １０年以内の関税撤廃が原則（除外は極めて限定的だが 最終的には交渉次第）○ １０年以内の関税撤廃が原則（除外は極めて限定的だが、最終的には交渉次第）。

○ 新規交渉参加に際して、現在交渉に参加している９カ国の同意が必要であり、既存の二国間の懸念へ
の対応を求められる可能性がある。特に米国からは、牛肉や非関税障壁等への対応が求められる可能
性が大きい。

新規交渉参加国の扱い

●新規交渉参加には、現在交渉に参加している９カ国の同意が必要。

●新規交渉参加についての公式の期限はないが、ＴＰＰ原加盟国として参加するためには、各国の国内手
続きにかかる時間を考慮し、早期の意思表示が必要。

政府 達 ビ 等 を 確 表 渉参 が れ 第●マレーシアは、政府調達、サービス等へのコミットメントを明確に表明した上で、交渉参加が認められ、第
３回会合から交渉に参加。カナダは交渉参加の可能性を検討している段階。

「包括的経済連携に関する基本方針」における記述

○ 基本方針では、「ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定については、その情報収集を進めながら対応し

ていく必要があり、国内の環境整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を開始する。」と記述。

○ 協議は 交渉参加 前段階 も あり うした協議 状況や 国民 理解 深まり具合などを

包括的経済連携に関する基本方針」における記述
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○ この協議は、交渉参加の前段階のものであり、こうした協議の状況や、国民の理解の深まり具合などを

総合的に勘案しながら、交渉参加の判断を行うこと となる。



ＴＰＰ交渉における関税の扱い

○ ＴＰＰ協定（Ｐ４協定）は、１０年以内の関税撤廃が原則。
○ Ｐ４協定において、自由化の除外はチリの砂糖・同調製品の一部及びブルネイの酒・タバコ（宗教的理
由）､火器等の０．８％のみ。

既存 に み も 自由化 除外は米豪 米側 実質的に が最大・ 既存のＦＴＡについてみても、自由化の除外は米豪ＦＴＡの米側で、実質的に１％が最大。

・ 我が国が締結したＥＰＡにおいては、自由化にカウントされない１割程度の品目について、除外・再協
議等の例外的対応。

既存の ＥＰＡ・ＦＴＡ ＴＰＰの特徴

・ ＷＴＯ協定上、「実質上すべての貿易」の関税撤廃が必要。
ＴＰＰ
・ 原則１０年以内の関税撤廃が必要と考えられる。

自由化

対象
範囲
期間

ＷＴＯ協定上、 実質上す ての貿易」の関税撤廃が必要。
少なくとも、貿易の９割につき、１０年以内に関税撤廃するこ
とが必要との解釈が一般的。
・ 我が国が締結したＥＰＡにおいては、双方向の貿易額の９
割以上を１０年以内に関税撤廃。
なお 米国 ＥＵ等 先進国同士のＦＴＡにおいては高い自

原則１０年以内の関税撤廃が必要と考えられる。

Ｐ４協定等
・ Ｐ４協定では、特段の定めがない限り「全ての関税を撤廃」。
全品目の約８割が即時撤廃、その他は原則１０年以内の段階
的撤廃。
米国の既存ＦＴＡでは 約８ ９割が即時撤廃・ なお、米国、ＥＵ等、先進国同士のＦＴＡにおいては高い自

由化水準を約束している。
・ 米国の既存ＦＴＡでは、約８～９割が即時撤廃。

・ 長期関税撤廃（１０年超）や除外を含む「実質上すべての

ＴＰＰ
・ 自由化例外品目を提示しての交渉参加は認められない。どの
程度 例外が認められるかは 現段階 は不明自由化

例外

（長期関税撤
廃・引き下げ

貿易」の例外の扱いについて、ＷＴＯ等で具体的要件は確
立されておらず、交渉次第。
・ 我が国が締結したＦＴＡにおいては、自由化にカウントされ
ない１割程度の品目について、除外・再協議等の例外的対
応。

程度の例外が認められるかは、現段階では不明。

Ｐ４協定等
・ 長期関税撤廃はチリの一部乳製品のみ。関税撤廃の例外は、
チリの砂糖・同調製品の一部及びブルネイの酒・タバコ、火器、
花火等のみ。
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6

廃 引き下げ
を含む）

応。 花火等のみ。
・ 米国の既存ＦＴＡでは、長期関税撤廃は実質的に全品目数の
０～３％程度。除外は極めて限定的（米豪ＦＴＡの米側で実質的
に１％の例が最大）。



○ 現在 ＴＰＰ交渉では ２４の作業部会が立ち上げられ 市場アクセスの他 政府調達 サ ビス等につ

ＴＰＰ交渉における関税分野以外の論点

○ 現在、ＴＰＰ交渉では、２４の作業部会が立ち上げられ、市場アクセスの他、政府調達、サービス等につ

いても議論が進められている。

○ 交渉に参加するには現在の交渉参加国９カ国の合意が必要であり、各国から規制改革・国際基準への

調和等につき要望がある。

作業部会

（１）首席交渉官協議、（２）市場アクセス（工業）、（３）市場アクセス（繊維・衣料品）、

（４）市場アクセス（農業）、（５）原産地規則、（６）貿易円滑化、（７）ＳＰＳ（衛生植物検疫）、（８）ＴＢＴ（貿易の

作業部会

技術的障害）、（９）貿易保護、（１０）政府調達、（１１）知的財産権、

（１２）競争政策、（１３）サービス（クロスボーダー）、（１４）サービス（電気通信）、

（１５）サービス（一時入国）、（１６）サービス（金融）、（１７）サービス（e-commerce）、（ ）サ （ 時入国）、（ ）サ （金融）、（ ）サ （ ）、

（１８）投資、（１９）環境、（２０）労働、（２１）制度的事項、（２２）紛争解決、（２３）協力、

（２４）横断的事項特別部会（中小企業、競争、開発、規制関連協力）

通信 情報技術 医療機器 医薬品 金融サ ビス 競争政策 商法及び司法制度改革 流通 保険分

【規制改革等に関する米国の主な要望の例】
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通信、情報技術、医療機器・医薬品、金融サービス、競争政策、商法及び司法制度改革、流通、保険分

野における制度等の見直し。ＳＰＳ措置等の国際基準への調和に関する要望。



ＴＰＰ参加等の影響試算

各省が行った影響試算によると、
① ＴＰＰ参加の場合、全体では実質ＧＤＰは２．４～３．２兆円増加する。
② 関税を撤廃し何も対策を行わない場合、農林水産業の生産額は４．５兆円減少し、食料自給率は１３％に
減少する。

③ 日本がＴＰＰ、対ＥＵ・中国ＥＰＡを締結せず、韓国が対米国・中国・ＥＵＦＴＡを締結した場合、基幹産業で
は実質ＧＤＰは１０.５兆円減少する。

マクロ経済効果分析
（試算：川崎研一氏（内閣府経済社会総

合研究所客員主任研究官））

農林水産業への影響試算
（試算：農林水産省）

基幹産業への影響試算
（試算：経済産業省）

合研究所客員主任研究官））
（試算 農林水産省） （試算 経済産業省）

ＴＰＰ参加（100％自由化）：
○実質ＧＤＰ

0.48％～0.65％増

全世界を対象に関税を撤廃し、何らの対
策も講じない場合：
○生産減

(ｱ)日本がTPP、日EUEPA、日中EPAいず
れも締結せず、

(ｲ)韓国が米韓FTA、中韓FTA、EU韓FTA
（２.４～３.２兆円増）

日本がTPP、日EU・日中EPAい
ずれも締結せず、韓国が米国、

農業 毎年▲４.１ 兆円減程度
林水産業 毎年▲０.４７兆円減 程度
計 毎年▲４.５ 兆円減 程度

○食料自給率

を締結した場合、
(ｳ)「自動車」「電気電子」「機械産業」の３
業種について、

(ｴ)2020年に日本産品が米国・EU・中国にずれも締結せず、韓国が米国、
EU、中国とFTA締結（100%自由
化）：
○実質ＧＤＰ
▲0.13％～0.14％減

４０％ → １３％ 程度

○多面的機能喪失額
▲３．７兆円減 程度

○農業及び関連産業への影響

おいて市場シェアを失うことによる関連産
業を含めた影響：
○実質ＧＤＰ

▲１.５３％相当の減

13

0.13％ 0.14％減
（▲0.6～0.7兆円減） ・GDP ▲８．４兆円減 程度

・就業機会▲３５０万人減 程度

（▲１０.５兆円減）
○雇用 ▲８１．２万人減
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試算の前提

国境措置撤廃による農林水産物生産等への影響試算（その１）

○ ３３品目（農産物１９品目、林産物１品目、水産物１３品目）を対象として試算

米、小麦、甘味資源作物、牛乳乳製品、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、合板、サケ・マス類 等

【基準】 関税率が１０％以上 かつ 生産額が１０億円以上

試算の結果

○ 農林水産物の生産減少額（※） ４兆５千億円程度

○ 食料自給率（供給熱量ﾍﾞｰｽ） ４０％→１３％程度○ 食料自給率（供給熱量ﾍ ｽ） ４０％→１３％程度

○ 農業の多面的機能の喪失額 ３兆７千億円程度

農 び 響○ 農林水産業及び関連産業への影響

• 国内総生産（ＧＤＰ）減少額 ８兆４千億円程度

• 就業機会の減少数 ３５０万人程度

14

（単位：千億円）※ 国産農水産物を原料とする１次加工品（小麦粉等）の生産減少額を含めた。



国境措置撤廃による農林水産物生産等への影響試算（その２）

品目名
生産量減
少率
（％）

生産減
少額
（百億円）

今回の試算の考え方

米 90 197 
新潟産コシヒカリ、有機米等のこだわり米等を除いて置き換
わる。

小麦 99 8
国内産小麦100%をセールスポイントとした小麦粉用小麦を除

品目名
生産量
減少率
（%）

生産減
少額
（億円）

今回の試算の考え方

林産物（合板等） 5.7 490 
価格低下分（＝関税相当分）に相当する生産量の国産品が輸入
品に置き換わる。

小麦 99 8 
いて置き換わる。

大麦 79 2 
主食用（押麦）及び味噌用（裸麦）は残り、ビール用、焼酎用、
麦茶用等は置き換わる。

いんげん 23 0.3 高級和菓子用、煮豆用等を除いて置き換わる。

小豆 71 2 高級和菓子用を除いて置き換わる。

あじ 52 110 
加工向けは置き換わり、鮮度をはじめとする品質面で国産品が
優位となる生鮮食用向けは残る。

さば 33 240 
ノルウェーサバなど国産品と品質的に同等の生鮮食用は置き換
わり 安価で貿易に適さない加工向けは残る

落花生 40 1 殻付き（莢入り）は残り、むきみは置き換わる。

甘味資源作物 100 15 品質格差がなく、すべて置き換わる。

でん粉原料作
物

100 2 品質格差がなく、すべて置き換わる。

こんに くいも 90 3
生ずりこんにゃくは残り、こんにゃく精粉から製造されるこん

わり、安価で貿易に適さない加工向けは残る。

いわし 50 280 
加工用向けは置き換わり、鮮度をはじめとする品質面で国産品
が優位となる生鮮食用向けは残る。

ほたて 58 490 
漁獲生産品は置き換わり、ブランド力を有する養殖生産品は残
る。

こんにゃくいも 90 3 
生ずりこんにゃくは残り、こんにゃく精粉から製造されるこん
にゃくは置き換わる。

茶 25 3 
１番茶及び２番茶は残り、３番茶、４番茶及び秋冬番茶は置き
換わる。

加工用トマト 100 3 
ケチャップ等のトマト加工品は品質格差がなく、すべて置き換
わる。

かんきつ類 9 1ストレート果汁は残り 濃縮果汁及び缶詰は置き換わる

たら 58 110 生で流通するものが置き換わり、冷凍品が残る。

いか・干しするめ 46 340 加工向けは置き換わり、生鮮食用向けが残る。

こんぶ・こんぶ調製
品

70 190 
結び昆布・佃煮用途など加工向けは置き換わり、出汁向けは残
る。かんきつ類 9 1 ストレ ト果汁は残り、濃縮果汁及び缶詰は置き換わる。

りんご 9 1 ストレート果汁は残り、濃縮果汁は置き換わる。

パインアップ
ル

80 0.1 
缶詰は置き換わる。これに伴って缶詰用と同じ株から生産さ
れる生果用が減少する。

牛乳乳製品 56 45 
乳製品では、鮮度が重視される生クリーム等を除いて置き換
わる 飲用乳では 業務用牛乳等を中心に２割が置き換わる

干しのり･無糖ノリ・
のり調製品

68 680 
低品質な業務用製品は置き換わり、贈答用やこだわり品質を求
める外食産業用等の高級品向け及び原産地表示を要求される
家庭用製品は残る。

カツオ・マグロ類 30 630 
缶詰のうち下級品と鰹節類が置き換わり、生鮮食用向け並びに
高級缶詰が残る。わる。飲用乳では、業務用牛乳等を中心に２割が置き換わる。

牛肉 75 45 ４等級及び５等級は残り、３等級以下は置き換わる。

豚肉 70 46 銘柄豚は残り、その他は置き換わる。

鶏肉 20 19 業務・加工用の1/2が置き換わる。

鶏卵 17 5 15業務 加工用のうち弁当等用と加工用の1/2が置き換わる

サケ・マス類 63 770 
缶詰のうち下級品と塩蔵品・乾燥品が置き換わり、生鮮食用向
け並びに高級缶詰が残る。

ウナギ 64 240 業務用は置き換わり、家庭消費用は残る。

カメ
養殖生産品は置き換わり、輸入品に比べ高品質な漁獲生産品

15

鶏卵 17.5 15 業務・加工用のうち弁当等用と加工用の1/2が置き換わる。

(注) 国産農産物を原料とする１次加工品（小麦粉等）の生産減少額

ワカメ 93 90 
養殖生産品は置き換わり、輸入品に比べ高品質な漁獲生産品
は残る（プレミア品）。

ヒジキ 100 10 品質格差がなく、全て置き換わる。



米 関税率（ＴＱ、国貿品目は２次税率） 主産地（農業産出額上位５位）

341円/kg （568.4 - 777.7％） 新潟県、北海道、秋田県、福島県、茨城県
国貿品目

考え方（シナリオ） イメージ図

○ 外国産米の価格は、国産の1/4程度
（内外価格差４倍強）であり、品質格差

考

247円/k
内外価格差
倍強

<10百億円>

111円/k

288円/kg

も今後の品種転換等により解消可能。

○ 米国では、輸出量が現在約400万トン 190円/kg
(▲ ）

247円/kg ４倍強111円/kg
（▲39％）

177円/kg

<188百億円>
あり、これにアジア諸国等の輸出量を
含めると我が国の生産量を上回る水準。

産 どが 産 き

(▲77％）
< 88百億円>

57円/kg

○ 国産米のほとんどが外国産米に置き
換わり、新潟ｺｼﾋｶﾘ・有機米といったこ
だわり米等の差別化可能な米（生産量
の約10％）のみ残る

新潟ｺｼﾋｶﾘ・
有機米等
（10％）

左記以外

（90％）

米国産等

競合しな 競合するもの約10％）のみ残る。 競合しない
もの→残る

競合するもの
→置き換わる
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生産減少額＝197百億円



小麦 関税率（ＴＱ、国貿品目は２次税率） 主産地（農業産出額上位５位）

55円/kg （247.8 - 251.8％） 北海道、福岡県、佐賀県、群馬県、埼玉県

考え方（シナリオ） イメージ図

円/ g （ ）
国貿品目

北海道、福岡県、佐賀県、群馬県、埼 県

○ 外国産小麦粉の価格は、国産の1/2
程度（内外価格差２倍強）で、原料小麦 113円/kg

内外価格差
２倍強

考

の価格を含まない国内の製粉コストと
ほぼ同等。

○ 現在は小麦が輸入され 国内で製粉
45円/kg

68円/kg
(▲60％）

<8百億円>

○ 現在は小麦が輸入され、国内で製粉
されているが、小麦粉で輸入されるよう
になる。

国産100％ 左記以外米国産・豪州産等
○ 国産100％をセールスポイントとする
差別化可能な小麦粉（生産量の約1％）
を除いて外国産小麦粉に置き換わり、

国産100％
の小麦粉
（1％）

左記以外

（99％）

米国産 豪州産等

競合しない 競合するもの
国産小麦のほとんどが引き取られなく
なる。

○ このとき 輸入小麦から徴収している
生産減少額＝8百億円

競合しない
もの→残る

競合するもの
→置き換わる
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○ このとき、輸入小麦から徴収している
マークアップ（約800億円）も喪失。



甘味資源作物
関税率（ＴＱ、国貿品目は２次税率） 主産地（農業産出額上位５位）

粗糖71.8円/kg、精製糖103.1円/kgの 北海道、沖縄県、鹿児島県粗糖71.8円/kg、精製糖103.1円/kgの
範囲内で関税及び調整金を徴収

北海道、沖縄県、鹿児島県

考え方（シナリオ） イメージ図

○ 外国産精製糖の価格は、国産精製
糖の1/3程度（内外価格差約３倍）で、 内外価格差

約３倍167円/kg

考

原料糖の価格を含まない国内の精製コ
スト等を下回る水準。

○ 現在 粗糖が輸入され 国内で精製 <15百億円>

約３倍167円/kg

115円/kg
（▲69％）

○ 現在、粗糖が輸入され、国内で精製
されているが、精製糖で輸入されるよう
になる。

52円/kg
<15百億円>

○ 砂糖は、国産と外国産とで品質格差
がないことから、国産糖のすべてが外
国産精製糖に置き換わり、国産甘味資

国産糖
（100%）

豪州産・米国産等

競合するもの
置き換わる

源作物は引き取られなくなる。

○ このとき、輸入糖等から徴収している
調整金（約500億円）も喪失

生産減少額＝15百億円

→置き換わる
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調整金（約500億円）も喪失。



牛乳乳製品 関税率（ＴＱ、国貿品目は２次税率） 主産地（農業産出額上位５位）

例）飲用乳 21 3％＋114円/kg 国貿品目 北海道 栃木県 千葉県 群馬県 熊本県例）飲用乳 21.3％＋114円/kg 国貿品目
バター 29.8%＋985円/kg 国貿品目

北海道、栃木県、千葉県、群馬県、熊本県

考え方（シナリオ） イメージ図

○ バター、脱脂粉乳、チーズ等の乳製
品は、内外価格差が大きく（バター、脱

例）バター､脱脂粉乳 内外価格差
３倍強63円/kg

考え方（シナリオ） イメ ジ図

44円/kg
(▲70％）

脂粉乳では約３倍）、品質格差もほとん
どないため、国産のほぼ全量が外国産
に置き換わる。 ＜13百億円＞

○ 輸入乳製品の急増により行き場を
失った北海道の乳製品向け生乳が都
府県の飲用向けに供給され 都府県の

19円/kg

競合するもの

府県の飲用向けに供給され、都府県の
生乳生産はプレミアム牛乳向けを除い
て消滅。

豪州産・NZ産等国産バター､脱脂粉乳
（100%）

→置き換わる○ なお、飲用乳は、輸送技術の発達等
により輸入が可能になり、価格も牛乳で
国産の1/2程度（内外価格差約２倍）で

務

バター､脱脂粉乳の生産減少額＝13百億円バター､脱脂粉乳の生産減少額＝13百億円

牛乳乳製品全体の生産減少額＝45百億円
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あるため、業務用牛乳、加工乳等を中
心に国産の２割程度が置き換わる。

牛乳乳製品全体の生産減少額＝45百億円
（うち飲用乳輸入の影響 18百億円）



牛肉 関税率（ＴＱ、国貿品目は２次税率） 主産地（農業産出額上位５位）

38 5％ 鹿児島県 宮崎県 北海道 熊本県 栃木県38.5％ 鹿児島県、宮崎県、北海道、熊本県、栃木県

考え方（シナリオ） イメージ図

<8百億円>
2,780円/kg○ 外国産牛肉の価格は、国産の1/3程

度（内外価格差３倍弱）

考え方（シナリオ） イメ ジ図

1,366円/kg

内外価格差
３倍弱

877円/kg
（▲32％）

度（内外価格差３倍弱）。

○ 肉質３等級以下の国産牛肉（生産量
の約75％。乳用種のほぼ全量と肉専用

1,903円/kg

862円/kg
(▲63％） 504円/kg

の約75％。乳用種のほぼ全量と肉専用
種（和牛肉）の約半分に相当）が外国産
牛肉に置き換わり、肉質４、５等級の国
産牛肉は残る。

<37百億円>

４､５等級
の牛肉
（25％）

３等級以下
の牛肉
（75％）

豪州産・米国産等

産牛肉 残る。

○ このとき、輸入牛肉から徴収している
牛肉関税（約700億円）も喪失。 （25％） （75％）

競合しない
もの→残る

競合するもの
→置き換わる
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生産減少額＝45百億円



「包括的経済連携に関する基本方針」の概要

○ 「包括的経済連携に関する基本方針」は平成２２年１１月９日に閣議決定した。

○ 同基本方針では、①我が国を取り巻く環境と高いレベルの経済連携推進、②包括的経済連携強化に向け

ての具体的取組 ③経済連携交渉と国内対策の一体的実施 について記述している

１ 我が国を取り巻く環境と高いレベルの経済連携推進

ての具体的取組、③経済連携交渉と国内対策の 体的実施、について記述している。

「国を開き」、「未来を拓く」ための固い決意を固め、これまでの姿勢から大きく踏み込み、世界の主要貿易

国との間で、高いレベルの経済連携に必要となる競争力強化等の抜本的な国内改革を先行的に推進する。

２ 包括的経済連携強化に向けての具体的取組

センシティブ品目について配慮を行いつつ、すべての品目を自由化交渉対象とし、交渉を通じて、高いレベ

ルの経済連携を目指す。

３ 経済連携交渉と国内対策の一体的実施

農業分野 人 移動分野及び規制制度改革分野 お 適切な国内改革を先行的 推進する農業分野､人の移動分野及び規制制度改革分野において､適切な国内改革を先行的に推進する。

・高いレベルの経済連携の推進と我が国の食料自給率の向上や国内農業・農村の振興とを両立させ、持続可能な力

《農業》
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強い農業を育てるための対策を講じるため、「農業構造改革推進本部（仮称）」を設置し、平成23年6月めどに基本方針
を決定し、１０月めどに行動計画を策定する。



１ 我が国を取り巻く環境と高いレベルの経済連携推進（略）

包括的経済連携に関する基本方針（抄）

１ 我が国を取り巻く環境と高いレベルの経済連携推進（略）

２ 包括的経済連携強化に向けての取組

（略）

（ ） ジ 平洋 域 取組（１）アジア太平洋地域における取組

（略）アジア太平洋地域においていまだＥＰＡ交渉に入っていない主要国・地域との二国間ＥＰＡを、国内
の環境整備を図りながら、積極的に推進する。ＦＴＡＡＰに向けた道筋の中で唯一交渉が開始している
環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）については その情報収集を進めながら対応していく必要があ環太平洋パ トナ シップ（ＴＰＰ）については、その情報収集を進めながら対応していく必要があ
り、国内の環境整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を開始する。（略）

（２）・（３）（略）

３ 経済連携交渉と国内対策の一体的実施３ 経済連携交渉と国内対策の 体的実施

（略）

（１）農業

高いレベルの経済連携の推進と我が国の食料自給率の向上や国内農業 農村の振興とを両立させ 持高いレベルの経済連携の推進と我が国の食料自給率の向上や国内農業・農村の振興とを両立させ、持
続可能な力強い農業を育てるための対策を講じるため、内閣総理大臣を議長とし、国家戦略担当大臣及
び農林水産大臣を副議長とする「農業構造改革推進本部（仮称）」を設置し、平成23年６月めどに基本
方針を決定する。さらに、同本部において、競争力強化などに向けた必要かつ適切な抜本的国内対策並
び 策 す 財政措 び 財 検 中 期的 視点 行 成 年びにその対策に要する財政措置及びその財源を検討し、中長期的な視点を踏まえた行動計画を平成23年
10月めどに策定し、早急に実施に移す。

その際、国内生産維持のために消費者負担を前提として採用されている関税措置等の国境措置の在り
方を見直し 適切と判断される場合には 安定的な財源を確保し 段階的に財政措置に変更することに
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方を見直し、適切と判断される場合には、安定的な財源を確保し、段階的に財政措置に変更することに
より、より透明性が高い納税者負担制度に移行することを検討する。

（２）・（３）（略）



食と農林漁業の再生推進本部の設置

○ 我が国の食料自給率の向上や国内農業・農村の振興と高いレベルの経済連携の推進とを両立させること
が必要が必要。

○ これらを両立させ、持続可能な力強い農業を育てるための対策を講じるため、１１月２６日に「食と農林漁
業の再生推進本部」の設置を閣議決定。

農 推 農

○本 部 長：総理大臣
○副本部長：国家戦略担当大臣

食と農林漁業の再生推進本部＝決定機関

○議 長：総理大臣
○副議長：国家戦略担当大臣 農林水産大臣

食と農林漁業の再生実現会議＝諮問機関

農林水産大臣
○構 成 員：全大臣

○構成員：官房長官、総務大臣、財務大臣、外務
大臣、経済産業大臣＋民間有識者

副大臣級幹事会

報告 指示
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食と農林漁業の再生推進本部と再生実現会議について

検討項目

１ 持続可能な経営実現のための農業改革のあり方

２ 戸別所得補償制度のあり方
検討項目
（素案）

３ 農林水産業の成長産業化のあり方

４ 消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方

５ ＥＰＡ推進 の対応５ ＥＰＡ推進への対応

＜再生推進本部＞ ＜再生実現会議＞

第１回会合2010年11月30日 2010年11月30日 第１回会合

＜再生推進本部＞ ＜再生実現会議＞

2011年6月めど 基本方針の策定

随時開催（幹事会で対策の検討等を推進）

2011年6月めど 基本方針の策定

随時開催（幹事会で対策の検討等を推進）
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2011年10月めど 行動計画の策定


