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利用上の注意

・この報告書は、平成２３年度に実施された「食料自給率変動要因調査」の調査結果を取り

まとめたものです。

・この報告書に記載されている分析結果等は、委託先事業者が分析・記述したものであり、

必ずしも農林水産省の見解を示したものではありません。
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調査の課題と方法

１ 調査の目的

２ 検討委員会の開催

本調査を円滑に遂行するために、学識経験者により「検討委員会」を組織し、検討及び分

析とりまとめを行った。

金田 憲和（東京農業大学食料環境経済学科准教授）

小林 弘明（千葉大学大学院園芸学研究科教授）

鈴木 宣弘（東京大学大学院農学生命科学研究科教授）

（五十音順）

第１回検討委員会

実施日時：平成２４年１月２７日（金）

検討内容 ① 調査の目的、課題の検討

② 食料自給率変動要因の分析方法の検討

③ 消費者及び食料関連事業者アンケートの内容の検討

第２回検討委員会

実施日時：平成２４年２月１６日（木）

検討内容 ① 消費者アンケート結果の検討

② 食料自給率変動要因分析中間報告の検討

第３回検討委員会

実施日時：平成２４年３月１３日（火）

検討内容 ① 消費者アンケート結果の検討

② 食料自給率変動要因分析最終報告の検討

③ 食料関連事業者アンケート結果の検討

食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率のののの変動変動変動変動においてにおいてにおいてにおいて、、、、食生活食生活食生活食生活やややや国内生産自体国内生産自体国内生産自体国内生産自体にどのようなにどのようなにどのようなにどのような
要因要因要因要因がどのがどのがどのがどの程度影響程度影響程度影響程度影響しししし、、、、それらそれらそれらそれらのののの影響度影響度影響度影響度がどのようにがどのようにがどのようにがどのように推移推移推移推移してきたかしてきたかしてきたかしてきたか
についてについてについてについて、、、、食料食料食料食料自給率及自給率及自給率及自給率及びびびび食料需給食料需給食料需給食料需給のののの歴史歴史歴史歴史をををを振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、よりよりよりより詳細詳細詳細詳細かかかか
つつつつ網羅的網羅的網羅的網羅的にににに定量分析定量分析定量分析定量分析をををを行行行行いいいい、、、、今後今後今後今後のののの食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた課題課題課題課題
をををを整理整理整理整理するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成23年年年年3月月月月11日日日日にににに発生発生発生発生したしたしたした東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災はははは、、、、そのそのそのその後後後後のののの我我我我がががが

国国国国のののの食料需給食料需給食料需給食料需給ににににもももも多大多大多大多大なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼしてぼしてぼしてぼしているいるいるいる。。。。大震災大震災大震災大震災（（（（福島第一原福島第一原福島第一原福島第一原
子力発電所子力発電所子力発電所子力発電所のののの事故事故事故事故をををを含含含含むむむむ））））がががが消費者消費者消費者消費者やややや食料関連事業者食料関連事業者食料関連事業者食料関連事業者のののの食料消費食料消費食料消費食料消費
のありのありのありのあり方方方方にににに与与与与えたえたえたえた影響影響影響影響についてについてについてについて調査調査調査調査しししし、、、、平成平成平成平成23年度年度年度年度以降以降以降以降のののの食料需給食料需給食料需給食料需給
のののの動向動向動向動向をよりをよりをよりをより実態実態実態実態にににに即即即即してしてしてして把握把握把握把握するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

平成平成平成平成22年年年年３３３３月月月月にににに策定策定策定策定されたされたされたされた食料食料食料食料・・・・農業農業農業農業・・・・農村基本計画農村基本計画農村基本計画農村基本計画においてにおいてにおいてにおいて、、、、食食食食

料自給率目標料自給率目標料自給率目標料自給率目標がががが設定設定設定設定されされされされ、、、、現在現在現在現在、、、、食料食料食料食料自給率自給率自給率自給率のののの向上向上向上向上にににに向向向向けてけてけてけて様様様様々々々々なななな
取組取組取組取組がががが推進推進推進推進されているされているされているされている。。。。

我我我我がががが国国国国のののの食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率はははは、、、、食生活食生活食生活食生活のののの変化変化変化変化やややや国内生産国内生産国内生産国内生産のののの弱体化弱体化弱体化弱体化によりによりによりにより
戦後中長期的戦後中長期的戦後中長期的戦後中長期的にににに低下低下低下低下してきたとしてきたとしてきたとしてきたと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。

調査調査調査調査のののの

背景背景背景背景

調査調査調査調査のののの

目的目的目的目的
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図1 調査のフロー

              調査企画設計              調査企画設計              調査企画設計              調査企画設計

１　調査の課題の設定

２　検討委員会の設置

３　調査・分析方法の検討

４　調査結果のとりまとめ・検討

１１１１　　　　食料自給率変動要因食料自給率変動要因食料自給率変動要因食料自給率変動要因のののの定量分析定量分析定量分析定量分析

(1)　我が国の食料自給率の動向

(2)　食料自給率変動の需要要因・生産要因の分析

(3)　需要・供給関数の計測

(4)　経済諸変数による品目別自給率の要因分解分析

(5)　経済諸変数によるカロリーベース総合食料自給率の要因分解分析

アンケートアンケートアンケートアンケート

２２２２　　　　国産品消費国産品消費国産品消費国産品消費のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 ３３３３　　　　東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの影響調査影響調査影響調査影響調査

消費者 (1)　食料消費量の変化 (1)　食生活への影響

　3,000名 (2)　国産品の選択と問題点 (2)　食料品の購入状況

ＪＡ・市場 (3)　食品ロスの現状と減少の取組 (3)　外食・中食・内食の変化

　383カ所 (4)　食生活における健康と嗜好 (4)　食料品の備蓄状況

食品製造業 (1)　国産生鮮品・原料の利用実態 (1)　震災の影響

　2,515社 (2)　国産品の使用量減少の要因 (2)　生鮮品等の仕入集荷販売状況

スーパー (3)　原料・製品（商品）のロス (3)　今期の売上高への影響

　460社 (4)　国産品の利用拡大の課題 (4)　震災後の課題と対応

外食
　424社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４４４　　　　成果成果成果成果のとりまとめのとりまとめのとりまとめのとりまとめ

(1)　我が国の食料自給率の動向

(2)　食料自給率変動の需要要因・生産要因の分析

(3)　需要・供給関数の計測

(4)　経済諸変数による品目別自給率の要因分解分析

(5)　経済諸変数によるカロリーベース総合食料自給率の要因分解分析

(6)　国産品の消費の現状と課題

　　　　食品製造業、スーパー、外食、消費者

(7)　東日本大震災の影響調査

　　　　　消費者、ＪＡ・市場、食品製造業、スーパー、外食

検検検検
　　　　
討討討討
　　　　
委委委委
　　　　
員員員員
　　　　
会会会会
　　　　
のののの
　　　　
開開開開
　　　　
催催催催
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３ 調査の課題と方法

東日本大震災の影響調査

消費者

図2 消費者調査の内容と方法

１１１１ 調査方法調査方法調査方法調査方法
インターネットインターネットインターネットインターネット・・・・リサーチリサーチリサーチリサーチ

� 実施者実施者実施者実施者：㈱：㈱：㈱：㈱ネットマイルネットマイルネットマイルネットマイル

� 実施時期実施時期実施時期実施時期：：：：平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１月月月月２６２６２６２６～～～～３１３１３１３１日日日日

２２２２ 調査客体数調査客体数調査客体数調査客体数

� 地域別地域別地域別地域別 計計計計 ３３３３,００００００００００００名名名名

北海道北海道北海道北海道・・・・東北東北東北東北 ６００６００６００６００名名名名

関東関東関東関東 ６００６００６００６００名名名名

東海東海東海東海・・・・北陸北陸北陸北陸 ６００６００６００６００名名名名

近畿近畿近畿近畿・・・・中国中国中国中国 ６６６６００００００００名名名名

四国四国四国四国・・・・九州九州九州九州 ６６６６００００００００名名名名

（（（（男性男性男性男性・・・・女性女性女性女性はははは各各各各３００３００３００３００名名名名）

� 年代別年代別年代別年代別 計計計計３３３３,００００００００００００名名名名

２０２０２０２０歳代歳代歳代歳代までまでまでまで ６００６００６００６００名名名名

３０３０３０３０歳代歳代歳代歳代 ６００６００６００６００名名名名

４０４０４０４０歳代歳代歳代歳代 ６００６００６００６００名名名名

５０５０５０５０歳代歳代歳代歳代 ６００６００６００６００名名名名

６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上 ６００６００６００６００名名名名

（（（（男性男性男性男性・・・・女性女性女性女性はははは各各各各３００３００３００３００名名名名））））

４４４４ 調査品目調査品目調査品目調査品目

1コメコメコメコメ 2無菌無菌無菌無菌包装包装包装包装米飯米飯米飯米飯 3パンパンパンパン類類類類 4めんめんめんめん類類類類 5即席即席即席即席麺麺麺麺・・・・カップカップカップカップ麺麺麺麺

6豆腐豆腐豆腐豆腐・・・・油揚油揚油揚油揚げげげげ 7納豆納豆納豆納豆 8野菜類野菜類野菜類野菜類 9果実類果実類果実類果実類 10牛肉牛肉牛肉牛肉 11豚肉豚肉豚肉豚肉

12鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 13牛乳類牛乳類牛乳類牛乳類 14ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト 15そのそのそのその他乳製品他乳製品他乳製品他乳製品 16魚介類魚介類魚介類魚介類

17油脂類油脂類油脂類油脂類 18飲料飲料飲料飲料 19生菓子類生菓子類生菓子類生菓子類 20そのそのそのその他菓子類他菓子類他菓子類他菓子類

21レトルトレトルトレトルトレトルト食品食品食品食品 22冷凍食品冷凍食品冷凍食品冷凍食品 23缶缶缶缶びんびんびんびん詰詰詰詰 24惣菜惣菜惣菜惣菜・・・・弁当弁当弁当弁当

25酒類酒類酒類酒類 26そのそのそのその他他他他（（（（ ））））

震災前震災前震災前震災前とととと比較比較比較比較 → ①①①①震災直後震災直後震災直後震災直後１１１１カカカカ月間月間月間月間、、、、②②②②震災後震災後震災後震災後６６６６カカカカ月以降月以降月以降月以降
５５５５ 購入数量購入数量購入数量購入数量

比較対象期間比較対象期間比較対象期間比較対象期間

３３３３ 調査項目調査項目調査項目調査項目
東日本東日本東日本東日本大震災大震災大震災大震災のののの影響調査影響調査影響調査影響調査

(1)食生活食生活食生活食生活へのへのへのへの影響影響影響影響

(2)食料品食料品食料品食料品のののの購入状況購入状況購入状況購入状況

(3)外食外食外食外食・・・・中食中食中食中食・・・・内食内食内食内食のののの変化変化変化変化

(4)食料品食料品食料品食料品のののの備蓄備蓄備蓄備蓄状況状況状況状況

国産品消費国産品消費国産品消費国産品消費のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

(1)食料食料食料食料消費量消費量消費量消費量のののの変化変化変化変化

(2)国国国国産品産品産品産品のののの選択選択選択選択とととと問題点問題点問題点問題点

(3)食品食品食品食品ロスロスロスロスのののの現状現状現状現状とととと減少減少減少減少のののの取組取組取組取組

(4)食生活食生活食生活食生活におけるにおけるにおけるにおける健康健康健康健康とととと嗜好嗜好嗜好嗜好
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食料関連事業者

図3 食料関連事業者調査の内容と方法

１１１１ 調査方法調査方法調査方法調査方法

郵送郵送郵送郵送によるによるによるによる調査調査調査調査

� 実施時期実施時期実施時期実施時期：：：：平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１月月月月

� 調査票回収期限調査票回収期限調査票回収期限調査票回収期限：：：：２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日

２２２２ 調査客体数調査客体数調査客体数調査客体数

合計合計合計合計 ３３３３,７８２７８２７８２７８２社社社社

� ＪＡＪＡＪＡＪＡ全農県本部全農県本部全農県本部全農県本部・・・・経済連経済連経済連経済連 ４７４７４７４７カカカカ所所所所

� 卸売市場卸売市場卸売市場卸売市場卸売業者卸売業者卸売業者卸売業者 ３３６３３６３３６３３６社社社社

� 食品製造業食品製造業食品製造業食品製造業 ２２２２,５１５５１５５１５５１５社社社社

� 外食産業外食産業外食産業外食産業（ＪＦ（ＪＦ（ＪＦ（ＪＦ会員会員会員会員）））） ４２４４２４４２４４２４社社社社

� スーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケット ４６０４６０４６０４６０社社社社

４４４４ 調査品目調査品目調査品目調査品目

震災前震災前震災前震災前とととと比較比較比較比較 → ①①①①震災直後震災直後震災直後震災直後１１１１カカカカ月間月間月間月間、、、、②②②②震災後震災後震災後震災後６６６６カカカカ月月月月以降以降以降以降、、、、

③③③③今期全体今期全体今期全体今期全体へのへのへのへの影響影響影響影響

５５５５ 取扱取扱取扱取扱数量数量数量数量

比較対象期間比較対象期間比較対象期間比較対象期間

①①①①コメコメコメコメ（（（（ごごごご飯飯飯飯）、）、）、）、②②②②パンパンパンパン類類類類、、、、③③③③豆腐豆腐豆腐豆腐・・・・油揚油揚油揚油揚げげげげ、、、、④④④④納豆納豆納豆納豆、、、、

⑤⑤⑤⑤野菜類野菜類野菜類野菜類（（（（生鮮生鮮生鮮生鮮）、）、）、）、 ⑥⑥⑥⑥果物類果物類果物類果物類（（（（生鮮生鮮生鮮生鮮）、）、）、）、⑦⑦⑦⑦牛肉牛肉牛肉牛肉、、、、⑧⑧⑧⑧豚肉豚肉豚肉豚肉、、、、⑨⑨⑨⑨鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉、、、、⑩⑩⑩⑩牛乳類牛乳類牛乳類牛乳類、、、、
⑪⑪⑪⑪ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト、、、、⑫⑫⑫⑫チーズチーズチーズチーズ、、、、⑬⑬⑬⑬アイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリーム、、、、

⑭⑭⑭⑭そのそのそのその他乳製品他乳製品他乳製品他乳製品、、、、⑮⑮⑮⑮魚介類魚介類魚介類魚介類、、、、⑯⑯⑯⑯砂糖類砂糖類砂糖類砂糖類、、、、⑰⑰⑰⑰油脂類油脂類油脂類油脂類、、、、⑱⑱⑱⑱飲料飲料飲料飲料、、、、

⑲⑲⑲⑲生菓子類生菓子類生菓子類生菓子類、、、、⑳⑳⑳⑳そのそのそのその他他他他菓子類菓子類菓子類菓子類（（（（ＪＡＪＡＪＡＪＡ及及及及びびびび卸売市場卸売業者卸売市場卸売業者卸売市場卸売業者卸売市場卸売業者はははは生鮮品生鮮品生鮮品生鮮品のみのみのみのみ））））

３３３３ 調査項目調査項目調査項目調査項目

東日本東日本東日本東日本大震災大震災大震災大震災のののの影響影響影響影響調査調査調査調査
(1) 震災震災震災震災のののの影響影響影響影響

(2) 生鮮品等生鮮品等生鮮品等生鮮品等のののの仕入集荷販売状況仕入集荷販売状況仕入集荷販売状況仕入集荷販売状況

(3) 今期今期今期今期のののの売上高売上高売上高売上高へのへのへのへの影響影響影響影響

(4) 震災後震災後震災後震災後のののの課題課題課題課題とととと対応対応対応対応

国産品消費国産品消費国産品消費国産品消費のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題
(1) 国産生鮮品国産生鮮品国産生鮮品国産生鮮品・・・・原料原料原料原料のののの利用実態利用実態利用実態利用実態

(2) 国産品国産品国産品国産品のののの使用量減少使用量減少使用量減少使用量減少のののの要因要因要因要因

(3) 原料原料原料原料・・・・製品製品製品製品（（（（商品商品商品商品））））ののののロスロスロスロス

(4) 国産品国産品国産品国産品のののの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大のののの課題課題課題課題


