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はじめに

　本稿は、21 世紀初頭のフランスの穀物生産

者の経営戦略をまとめ「大志、穀物、2030 年」

と銘打った「穀物白書」（以下、白書とする）を

批判的に検討することを課題とする。

　この白書は、フランスの有力農業者団体「麦

類生産者連盟」AGPB（L’association Générale des 

Producteurs de Blé et autres céréales）の設立 90

周年記念事業として 2014 年に刊行された。

　AGPB は多数派農業者団体である FNSEA（全

国農業経営者連盟）系統の有力組合であり、ト

ウモロコシ、製糖用甜菜、油糧・蛋白作物の各

生産者団体と共に大規模畑作部門の圧力団体

ORAMA を構成し、フランス型のコーポラティ

ズムとして政府と協議する強力な政治力を有す

る。

　AGPB は穀物生産部門の川上、川下部門を「穀

物複合体」に統合している。例えば、ARVALIS-

Institut du végétale（研究開発）、Unigrains（金

融）、France Export Céréales（世界市場への販

促）、Passion Céréales（広報）、Fert（フランスの

影響力の強い 10 カ国強の国際農業協力）を自

ら組織している。穀物業界の統合という点で

は、物流施設や系列加工企業を有する強力な穀

物協同組合（SCAEL、VIVESCIA など）、種子生

産の協同組合企業（Limagrain）が大きな存在で

あり、その他、世界的穀物・食料メジャー（Cargill 

France―フランス産穀物の 10% を扱う―）の存

在も無視できない。穀物利権を追求する諸団体・

諸企業の中で、穀物生産者団体としての AGPB

は中心的役割を果たしている。

　AGPB は名目的には全ての穀物生産者の利益

を代表する。しかし、実質的にパリ盆地の大規

模畑作経営の利害に立つ団体である。AGPB の

執行機関である理事会構成をみると、一般理事

10 名中 7 名、役職理事 8 名中 7 名がパリ盆地

および隣接する県の農業者であることがその事

実を示唆している。

　EU 共通農業政策による所得支持の恩恵を受

け、生産拡大を至上命題としてきた AGPB のこ

うした立ち位置をみると、白書が「より多くを

作り、より良く作る」を標語とし、従来の生産

至上主義路線の継続を唱えている理由が理解で

きるであろう。対照的に、有機農業、大規模畑

作経営の地下水汚染、穀物の農薬汚染など、市

民社会の期待や疑念への言及がほとんど見られ

ないのである。
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　白書の本文は、Ⅰ．穀物：フランスにとって

好機、Ⅱ．穀物業界：全国にわたる経済力、Ⅲ．

2030 年：世界はより多くの穀物を必要とする、

Ⅳ．穀物市場：大きな変化、Ⅴ．バイオパフォー

マンス：未来を拓く穀物生産者、Ⅵ．穀物関連

企業：その未来、という 6 章構成である。

　本稿が対象とする白書の前半部分は、フラン

ス経済動向、穀物業界の現状、世界の穀物市場

を概括したうえで、主に小麦の主要な販路毎に

現状と課題を明らかにしている。国際関係の面

では、一つは、旧植民地であるアフリカ諸国お

よびアラブ諸国への穀物輸出の意義、他の 1 つ

は 28 か国へ拡大した EU の農業共同市場の変

化への対応、国内的には、工業的製パン業の伸

展や、澱粉、エネルギーや化学分野での小麦の

利用拡大といった点に焦点が当てられる。いず

れも穀物業界が直面する具体的な課題である。

しかし、そうしたリアルな課題の背後にある、

穀物業界の構造には立ち入っていない点が生

産者団体の白書の限界かもしれない。例えば有

力な輸出市場であるアフリカ、中近東諸国の取

引相手について、あるいは、輸出を担う穀物メ

ジャーや穀物協同組合などについての言及はほ

とんど皆無である。そうした限界を認識しつつ、

本稿では、穀物業界を取り巻く現状と課題を扱

う前半部分（I. ～ IV.）を要約し検討したい。

Ⅰ．穀物業界を取り巻く環境

1）フランス経済・社会の危機と穀物への期待
　まず、フランスの穀物経済を取り巻く 21 世

紀初頭の世界について白書は以下のように述べ

る。「21 世紀初頭、世界は金融と経済の危機を

経験した。それは 1929 年恐慌以降、地球を襲っ

た も暴力的な危機であった。西欧諸国はいず

れにせよ、『長期の停滞』期に入った。経済の大

混乱、新興勢力の出現、経済成長の鈍化、大量

失業、急速な人口増加、不安定性の増加、都市

化現象、気候温暖化の影響、栄養不足と食料安

全保障問題、紛争の頻発など。また、世界の地

政学の大変動も生じた。」（白書 p 11。以下本文

中の白書からの引用あるいは参照部分について

は、「白書」を省き、ページのみ記載する。 ）こ

こで示されているフランスおよび西欧諸国の現

状への危機意識については大方の同意を得られ

るだろう。加えて言えば、「アラブの春」の挫折

とそれによる大量の難民発生、EU 拡大とユー

ロが引き起こした EU 内地域格差を象徴する

「ギリシャ問題」を挙げることができよう。そ

れらは、地中海諸国のリーダー的立場を自認す

るフランスに直接影響する重大問題である。

　H. ベドリーヌは、 近の著作（1）で、「フラン

スの経済活動は安定しているが、失業を減らす

には至っていない。何人かの専門家の景気判断

は警鐘を鳴らしている。すなわち、フランス製

造業は危機的水準にあり、これ以上落ち込むと

フランスは解体の危機に脅かされる」と指摘し、

「フランス製品のコスト高、質の平凡さ、技術

革新の遅れ、製品幅が広がらないこと、輸出力

の不足等」に言及している。

　反対に、フランス産業の国際競争力について

の楽観論も存在する。L. ガロワは、製造業の競

争力に関する 近の報告書（2）において、「フラ

ンスは世界においてしかるべき位置にある。第

1 には、フランスは、世界的に優秀なセンター

を有しているからであり、」「なかでも、文化産

業、奢侈品、医薬品、航空機製造業、原子力、

石油化学、サービス（銀行、保険、大型流通）

さらにはとりわけ穀物栽培を有する農業を有す

る」と指摘している。

　フランスの小麦経済（3）の強みとして、以下

の諸点が挙げられている。（p.11）

● 小麦栽培はフランスの土壌や気候条件に非常

によく適合している

● フランスの生産は量、質とも安定的である。

● 農業者教育は世界 高水準にある

● 高度なロジスティックがフランス小麦の輸出

競争力を支えている

● EU の食料自給を保障し、世界貿易への参加

を可能とする生産量を持つ（第 1 表参照） 

　ここには、小麦（を軸とする穀物）がフラン

ス経済の有力な「切り札」であるとの認識が示

されている。以下、そうした役割が発揮される
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国際環境と国内諸条件が順次明らかにされる。

2）世界の中の小麦
　「世界的にみて、小麦は人間の食料として重

要な作物である（4）。世界の食料摂取の 60% は

穀物による。人々は 1 年間に平均で約 330 ㎏の

穀物を消費する（家畜飼料を含む）。小麦は世

界人口の 3 分の 1 以上を養う穀物である。小麦、

コメおよびトウモロコシを合わせて、日々消費

されるカロリーと蛋白質の半分以上を供給す

る。

　小麦は、地球全域で消費され、その需要は

1961 年以降、3 倍に増えた。当時の生産量は 2

億 3500 万トンであったが、今日では 7 億トン

に達する。小麦は世界で も広く栽培される穀

物（2 億 2400 万 ha）である。50 年前から、穀物

の世界供給は、ほとんど専ら収量増加のおかげ

で需要を満たしてきた。

　小麦は世界農産物貿易の首位に立ち、貿易額

の 40% を占める。フランスは自国生産の小麦

の半分以上を輸出する。生産量のおよそ 20%

が EU 諸国向けで、33% が EU 域外国向けであ

る。ここに、加工品（小麦粉、澱粉その他）と

して輸出される量は含まれていない。小麦総計

で、フランス産小麦は世界貿易量の 15% 近く

を占める。」（p13）

　「世界で生産される小麦の大部分は食料およ

び家畜飼料に向けられる。また、小麦からは澱

粉が作られる。澱粉は、パンや菓子、砂糖菓子、

飲料、デザート、加工済み食品、乳児食等々の

伝統的原料として役立つ。また、紙、段ボール、

化学・薬品、繊維、接着剤、建築資材等々にも

使用される。 後に、小麦からは、エタノール、

SP95-E10 あるいはスーパーエタノール E85 に

混入されるバイオ燃料が作られる。

　さらに、バイオ化学の飛躍的発展により、新

たな化学産業の成長が見通せる。この分野で、

フランスには、Roquette 社、 Tereos 社、Cristal 

Union 社、Siclaé 社などの強力な企業がある。

今後 15 年間に、技術革新面でも、雇用創出力

をもつ新たな産業ネットワーク形成の面でも具

体的成果が得られるであろう。」（p14）

　以上のことから、21 世紀初頭、世界の穀物

生産国の主要メンバーであるフランスは、自国

経済の強みである穀物経済を維持強化するた

め、穀物の国際市場と穀物用途の大きな変化に

適応して、高い効率性と競争力を持つ穀物経済

の構築が求められているというのが、白書の認

識である。

注 1） Hubert Védrine,La France au défi , Fayard , 

fév. 2014 、（p.11）

注 2） Gallois Louis , Pacte pour la compétitivité 

de l’industrie française, La Documentation 

française,2012,（p.11）

注 3） 白書および本稿においては、小麦への

言及と穀物への言及が使い分けられてい

ることに注意が必要である。2013 年の品

目別生産額をみると、穀物総計 113 億ユー

ロの内、軟質小麦は 56.5%、トウモロコ

シは 21.9%、大麦は 14.1% で、この 3 品

目合計は 92.5% である。したがって、軟

質小麦をフランスの代表的穀物とするこ

とができる（出所：AGRESTE, Les Dossiers 

N°23,janv,2015, p.37）。

注 4） 世界の小麦栽培面積は 2 億 1700 万 ha で

穀物の中で第 1 位、生産量は 6 億 5300 万

トンで穀物全体の 27%、コメに次いで第

第 1表　小麦の生産量と生産の安定性
単位：100万トン

順位 国名 生産量（1） 変動率（CV）（2）

1 中国 118 11%
2 インド 88 10%
3 アメリカ 59 11%
4 ロシア 45 19%
5 フランス 38 8%
6 オーストラリア 26 28%
7 カナダ 25 29%
8 パキスタン 24 10%
9 ドイツ 23 8%

10 トルコ 21 7%
11 ウクライナ 18 33%

出所）FAOSTAT より作成  

注 1）2010 年から 2012 年の平均

注 2）2000 年から 2012 年の標準偏差を平均値で除した値
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2 位、貿易量は 1 億 4400 万トンで、トウ

モロコシとコメの合計よりも多い（2010

年）。1 人 1 日当たりの蛋白質総摂取量の

20.4％を占め 重要の蛋白源である（2010

年）。熱量供給ではコメに次いで、第 2

位、総摂取量の 18.8% を占める（2009 年）

 （出所：Wheat initiative,An international vision 

for wheat improvement, may 2013,p1）

Ⅱ．穀物はフランスにとっての好機

（1）穀物主産地としてのフランス
　「穀物業界は、農業活動、雇用、地域社会の

象徴的存在であり、貿易収支への貢献により、

フランス経済にとって決定的役割を果たしてい

る。フランスの穀物栽培は世界 10 カ所の主力

生産地帯の一角を占め、それはフランス人の誇

りである。

　農業と穀物生産者は世界で成功する『フラン

スの力』を表しており、さらには、学ぶべきモ

デルの一つである。」（p12）

　「世界の 8 大穀物輸出国の内、フランスは比

較的『安定した』2300 万トンの穀物市場を保障

された唯一の国である」 （1）  「フランスは小麦の

主産地であり、2030 年、世界はフランスを頼

りにすることができる。」 （2）  フランスは世界至

る所で評価される品質の大量の穀物を生産でき

る巨大なチャンスを有している。フランスは自

国民を養い、多くの食料不足国に恒常的に食料

供給することができる。比較優位を持つので、

国際農産物市場において第 1 級の役割を果たす

ことができる。倫理面でも、基本的食料の供給

という人々の生命維持にかかわる重要な義務を

果している。

　経済的にみると、穀物は戦略的意味を持ち、

社会的には不可欠の存在である。フランス農業

は、製鉄業が数年前に犯したような失敗（3）を

犯してはならない。」（p.15）

注 1） T h i e r r y  P o u c h ,  A P C A（A s s e m b l é e 

Permanente des Chambres d’Agriculture）エ

コノミスト。なお、2300 万トンは、第三

国向け輸出量を除いたフランス産小麦の販

路を意味する。

注 2） Dominique Chambrette　（ブルゴーニュ

のコートドール県農業会議所の元会頭、現

AGPB 副会長。息子 3 人と共に 700ha の大

規模畑作を経営）

注 3） 度重なる企業合併を経て、フランスおよ

びヨーロッパの製鉄業は、ArcelorMittal 社

の覇権の下にある。世界 大の多国籍製鉄

企業である同社の下で、フランス国内の製

鉄事業の基盤が弱体化（産業空洞化・雇用

喪失）することへの懸念が強い。

Ⅲ．穀物業界：国土全域に広がる経済力

（1）穀物業界
　「フランスの農村地帯を回ると、至る所に穀

物がみられる。実際、穀物は国土全域で栽培さ

れ（1）、経営耕地面積の 37% に当たる 920 万 ha

を占める。50 万の雇用を創出し、穀物業界は

国民経済に大きく貢献する。」（p.17）

　2012 年の穀物生産量 6800 万トンのうち、

3550 万トンが軟質小麦で、フランスは EU 域内

で生産量および輸出量において第1位である（2）。

小麦は、多様な販路に向けられ、多数の職業を

軸に構造化され組織化されている業界に供給さ

れている。「このような穀物業界は、全体とし

て雇用や富の創造や国際収支への貢献の面で国

民経済に決定的な意義を持つ経済部門をなす。

穀物業界は、航空機、薬品、石油化学、自動車、

原子力等々の、主要製造業部門と同様の地位に

ある。」（p.19）

　穀物生産の担い手としては、「プロ的農業経

営（中・大経営）の約 3 分の 2 が穀物を栽培し

ている。そして、11 万のプロ的穀物経営（3）が、

18 万 5000 人の雇用（4）を生んでいる。国立統計

経済研究所は、それらの経営を TPE（被雇用者

10 人未満の零細企業）として分類している。

　11 万の穀物経営が、川下と川上の様々な部

門で、たとえば、農業資材供給産業（機械設備、



43フランス穀物業界の現状と課題（清水）

種子、肥料、作物保全製品等々）、農産物供給

（流通）、集荷と加工、輸送、金融、保険、コン

サルティングなど多数の経済活動を生み出して

いる。穀物の生産、集荷、加工産業は、幾つか

の主要地域圏に偏在したり、海外移転したりす

ることのない力強い社会・経済ネットワークを

全国に張り巡らせている。

　穀物業界全体で約 50 万人の雇用を擁するが、

その内 22 万 5000 人は穀物生産に関する雇用、

5 万人が集荷および第一次加工業での雇用、22

万 5000 人が第二次加工企業と職人的パン屋で

あり、670 億ユーロの売上高により 170 億ユー

ロの付加価値を産出する。」（p.19）

（2）穀物輸出：輸出を牽引
　小麦は世界で取引される 大の農産物であ

る。2012/13 年度、世界貿易は 1 億 4080 万トン（5）

に達したが、それは世界生産量 6 億 5970 万ト

ンの 21% に当たる。フランスの輸出量は 1780

万トン（6）で、世界輸出量全体の約 13%を占めた。

　「フランスの小麦輸出量の半分は第三世界諸

国向けで、 大輸入国はアルジェリア、モロッ

コ、エジプトである。EU 市場とその他世界市

場に対するフランス小麦の総輸出量の 3 分の 1

は北アフリカ向けである。」（p21）

　「穀物部門はフランスの貿易収支に貢献する。

2013 年のフランスの部門別貿易収支をみると、

穀物部門の輸出超過は 100 億ユーロに上り、航

空機産業に次いで第 2 位に位置する」（p22）

注 1） 軟質小麦生産が全国的な広がりを有して

いるのは事実だが、その主産地がパリ盆地

を含むフランス北部に集中している事実を

忘れてはならない。実際、パリ盆地の生産

性は高く、生産量も圧倒的に多い。しかも

大経営への生産集中が顕著であるのに、あ

たかも小麦が農業者全体の問題であるかの

言説は、農業生産の多様化・専門化によ

る農業者利益の分化という事実に眼を閉ざ

すことで、AGPB つまり有力穀物生産者の

特権的立場を正当化してきた。しかし、近

年の飼料価格高騰による畜産危機に鮮明に

表れているように、穀物業界の利益と穀

物を飼料として利用する畜産業界との利益

は相反する。AGPA の政治的影響力につい

て は、Jeanine MARQET, LES CEREALIERS 

FRANCAIS ET L’EUROPE-L’HISTOIRE d’une  

Ambition,ECONOMICA,1991, 参照

注 2） データの出所は Agreste, GraphAgri 2014

であり、この資料で 2012 年の EU 主要国

の穀物生産量をみると、第 2 位がドイツで

4500 万トン、イギリスが 2000 万トン、ス

ペインが 1800 万トンであった。国際市場

における競合国とみられるロシアは 6900

万トン、ウクライナが 4600 万トンであっ

た。さらに FAOSTAT（FAO 統計局）で 2011

年度の小麦（小麦粉を含む）貿易をみると、

輸出では、フランスが 2034 万トン、ハン

ガリーが1246万トン、ドイツが617万トン、

イギリス 229 万トンで、この主要国合計で

第 2表　穀物取扱・加工企業
認可集荷人（1） 850 社

製粉所 446 社

飼料製造 394 社

ビスケット 102 社

醸造 100 社

工業的製パン・製菓 95 社

製パン企業（2） 37 社

デザート用菓子 27 社

シリアル・朝食用製品 15 社

モルト製造 14 社

セモリナ製造 10 社

澱粉製造 8 社

パスタ製造 7 社

エタノール製造 4 社

合計 2109 社

出所） Passion Céréale（ 穀物業界の広報団体）

注 1） 集荷権限を認められた自然人、法人である穀物

集荷人（農業法典 art L666-1 に規定）.

注 2） 3 万を超える職人的製パン業を除く

第 3表　外貨を獲得する産業部門
第 1 位 219 億ユーロ 航空機・宇宙機器

第 2 位 100 億ユーロ 穀物、穀物一次加工品

第 3 位 98 億ユーロ ワイン、アルコール飲料

第 4 位 87 億ユーロ 香水、化粧品、洗剤

第 5 位 45 億ユーロ 医薬品
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EU 全体の 95% 以上を占める。特徴的なの

は、ドイツでは輸入も 441 万トンに達する。

小麦粉については、ドイツに対してフラン

ス側が入超であり、これは、豚・鶏肉の入

超とあいまって、フランスが低廉な農産原

料を供給し、ドイツから高付加価値の食料

製品を輸入するという経済関係が存在する

ことを示唆している。

注 3） 2010 年センサスによる , 経済規模による

農家分類でいう中・大経営で、大規模畑作（7

万 1000）および複合畑作・畜産（3 万 9000）

を行う経営の合計数。

注 4） 年労働単位数。センサス原表では、常時

就業者数は 17 万 3284 年労働単位である。

注 5） FAO, PERCEPECTIVE ALIMENTAIRE, mai 

2015

注 6） AGRESTE, GraphAgri 2014

Ⅳ．2030年の世界の穀物とフランスの役割

（1）  ≪人口変動、都市化、中間階級の拡大≫ 
　「2030 年まで、世界のほとんど全ての地域で

人口が増加するだろう。南アメリカでは 25%

増、アジアは 17% 増、オセアニアは 30% 増、

そしてアフリカは 56% 増、北アメリカは 12%

増加する。唯一、ヨーロッパでは人口が減少（1%

減）する。

　都市の成長は現代社会の も顕著な現象の一

つである。2007 年に、世界は、農村人口を都

市人口が凌駕し、歴史の流れに大きな断絶をも

たらした。今後、都市生活は多くの人びとにとっ

て普通となり、2030 年には、世界人口の 69%

が都市住民となる。

　中間層の増加もまた顕著である。この階層の

飛躍的成長は、主にアジアで進む。アジアでは

この階層は 5 億人から 2030 年位は 32 億人とな

るであろう。」（p.25）

　「OECD の M. ペツィーニ Mario Pezzini による

と、中間層は今日約 18 億人で、世界人口の約

28% を占める。2030 年頃、中間層は 40 億人、

つまり人類の 3 分の 2 となるだろう。」（1）（p.26）

　こうした世界人口の将来予測の確実性につい

て、筆者は評価することはできないが、世界人

口数の増加、都市への人口集中、耐久消費財を

持ちうる程の中位所得階層の増加という要因が

食料需要に大きく影響することは確実であろ

う。

（2）  ≪食肉消費は、穀物需要を「加速」させる
要素である。≫
　「人口の都市集中および中間階級の増加は、

食習慣に影響を及ぼし、食肉とその調製品の消

費が増加する。世界の食料消費量は、植物性が

80% で、その内の 60% が穀物である。

　アメリカ農務省（USDA）によると、過去 15

年間、世界の食肉消費量は 30%（1 億 7400 万

トンから 2 億 5200 万トンへ）増加した。鶏肉・

豚肉は調理が簡単かつ迅速で、牛肉よりも価格

が低いので、牛肉から鶏肉・豚肉へのシフトが

みられる。同期間に、豚肉は 25% 増加し、鶏

肉と七面鳥肉も 59% 増した。

第 4表　世界人口の地域別動向
世界人口予測（中位推計） 単位：100万人

1950 年 1960 年 1970 年 1980 年 1990 年 2000 年 2015 年 2030 年 2050 年 2100 年

世界   2 525   3 018   3 682   4 440   5 310   6 127 7349 8511 9725 11213
アフリカ    229    285    366    478    632    814 1186 1679 2478 4387
アジア   1 394   1 687   2 120   2 626   3 202   3 714 4393 4923 5267 4889

ヨーロッパ    549    606    657    694    721    726 738 734 707 646
中南米    169    221    288    365    447    527 634 721 784 721

北アメリカ    172    204    231    254    280    314 358 396 433 500
オセアニア    13    16    20    23    27    31 39 47 57 71

出所） United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division （2015）.

 World Population Prospects: The 2015 Revision. New York: United Nations.
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　この事実は、ヨーロッパにおいても同様で、

食肉購入の減少傾向の中で、鶏肉の購入量は増

加している。」（p.27）

　FAO の 2012 年予測（2）によると、食肉消費は、

2005/2007 年度から 2030 年まで 1 億 1129 万ト

ン（今日から 2050 年までには 1 億 9204 万トン）

増加する。食肉消費量の成長は、穀物需要の増

加をもたらす。なお、2005/2007 年度平均から

2030 年までの食肉消費量の増加率は、開発途上

国では年率 2.7%、先進国では 0.6% であり、開

発途上国では穀物飼料需要が急速に増加する。

（3）穀物増産の必要性
　FAO2012 年予測によると、世界の穀物消費

量は（コメを含め）20 億 6000 万トンであった。

同予測では、2005/2007 年から 2030 年の間に年

率 1.4% で加速的に増加し、2030 年には 27 億

1900 万トンに達する。

　2030 年から 2050 年にかけて、中国の人口増

加率の低下によって世界人口の年増加率が低下

することで需要拡大は鈍化し、2050 年に 30 億

800 万トンとなる。

　FAO 同上予測では、世界の穀物自給率（SSR）

は、2050 年にも 100% を達成すると予測されて

いるが、開発途上国の自給率は、1969/1971 年

度の 96.4%、1989/1990 年度の 94.5% 水準から、

2030 年には 90.4%、2050 年には 90.4% へと長

期的に低下していくとされる。これに対し、先

進国の自給率は 1969/1971 年の 103% から一貫

して上昇し、2050 年には 120% に達する。つま

り、開発途上国は穀物の対先進国依存をますま

す強めていくことになる。

　小麦とトウモロコシは、ここ十年来世界需要

が拡大した。他方、コメの需要は鈍化してきた。

　「世界の穀物需要に応えるため、世界は、こ

れから 15 年間に穀物を 7 億トン増産しなければ

ならない。その内 1 億トンは小麦である。これ

から 2030 年にかけて非食用穀物需要が、食料需

要の増加に上乗せされる。その需要は、バイオ

燃料産業、植物化学から生まれるだろう。」（p.28）

　とくに開発途上国での人口増加と、食肉需要

の増加が傾向的に進むと、必然的に穀物需要が

増加するという単線的議論がここに展開されて

いる。しかし、白書には、穀物を柱とする食料

の配分や消費の在り方、さらに莫大な廃棄食料

品などへの言及がほとんどみられない。需要が

拡大するから増産しようという単純な論理で

は、穀物生産によるエコロジーへの負荷といっ

た問題も軽視されることになろう。もちろん、

白書の後半にはこうした諸問題への言及がある

が、「より多く作ろう」というスローガンが示す

ように、生産量拡大が 優先の課題とされてい

ることは明らかである。

（4）穀物増産とフランスの役割
　FAO の 2012 年予測によれば、開発途上国は、

穀物輸入を 2005/2007 年度の 1 億 1600 万トン

から、2030 年の 1 億 6800 万トン、2050 年の 1

億 9600 万トンへと増加させる。「したがって、

伝統的な穀物輸出国（EU とフランス）は開発途

上国の需要を満たすために、相当分の生産を増

やすべきである。」（p.29）

　「穀物の増産は緊急の道義的課題である　フ

ランスの も肥沃な農地が、都市化により毎日

220ha も消滅し、毎年約 200 万人分の食料生産

を放棄している。世界では、食料を必要とする

人口が毎分 130 人も増加する。フランスの穀物

の生産性の改善は、緊急の人道的課題である。」

（p28）

　「FAO は、過去 50 年間に、世界の耕地面積

が 12% 以上増加したものの、穀物栽培面積（約

7 億 ha）の伸びは停滞したとしている。それに

もかかわらず、世界の穀物生産量は 2.5 倍に増

加した。生産量の増加は、2.6 倍増加した平均

収量の増加による。つまり、収量増加が世界を

養うことを可能としたのである（3）。

　耕地面積を拡大する余地が限られているの

で、将来的に、必要な穀物量を確保するには

収量増加以外の選択肢はない。FAO は現在か

ら 2030 年または 2050 年の間に『小麦生産量の

増加は、その 85% が収量増加によるもの』とし

ている。小麦生産量の増加には、生産増加と環

境のよりよい保全を繋げる新たな技術を必要と

し、したがって、技術の革新と普及の改善を必
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要とする。つまり、『より多く作り、より良く

作る』が必要とされる。

　今日、フランスは自国産の小麦の半分以上を、

EU と第三国に輸出している。世界需要を満た

し、小麦の主要輸出国としての地位を守るため、

フランスは 2050 年には 5000 万トンの小麦を生

産しなければならない（現在は約 3700 万トン）。

フランスの小麦生産を増加させるには小麦の収

量増加が必要である。考えられる目標は、年間

ha 当たり 50kg の収量増加である。」（p.29）

　白書は、穀物増産がフランスの穀物生産者に

とっての至上命題だとし、そのために収量増加

が必要だとする。そのためには、肥料と農薬の

投入量の増加あるいは効率改善が必要だが、そ

うした方法が、エコロジーへの負荷を生んでき

たのではないか。こうした疑問に対し、白書は、

エコロジ―負担を増やさない小麦収量増加を

追求しているようだ。白書の後半の「バイオパ

フォーマンス」はそうした志向を示すものであ

る。まさに「生産主義的パラダイム」の危機を「生

命科学統合型パラダイム」で突破しようという

ことだろう（4）。

（5）地中海地域：世界の穀物問題の焦点
　北アフリカと中東地域は「毎年、世界の穀物

輸入総量の約 35% を、また、小麦の 30% を引

き受ける」とは、地中海農学高等研究国際セン

ター（CIHEAM）（5）の専門家の言葉である。年々

の、あるいは季節間の気候の不安定性に加えて、

利用可能な水量や土地の不足がこれら諸国の生

産拡大を強く制約している。地球温暖化による

降水量の減少や気温上昇が見込まれ、これら諸

国の現地生産の拡大見通しを暗くしている。

　これに対し需要増加は確実である。これら地

域の歴代の政府は農業振興政策の実施を試みて

きたが、生産拡大が需要増加に追い付くことは

なかった。1960 年代初頭には、飼料用穀物の

割合は国内需要の 1% 程度であったが、現在で

は 30% を超えている。こうした国内需要の増

加に対し、この地域の農業の効率性の改善は進

まなかった。このことが、構造的で戦略的な

穀物輸入への依存の強まりの原因である。2050

年の時点について、CIHEAM の専門家はこの地

域の穀物不足を 2 億トンと見積もっている。地

中海南岸地域は、1 億 1400 万トン、サブサハ

ラ地域は 5600 万トンの不足が見込まれ、世界

大の穀物輸入地域となる。（p.30）

（6）地中海諸地域への小麦輸出は、地政学的義
務かつ経済的好機
　「フランスには、世界の食料均衡へ貢献する

という確たる正当性がある。現代の地政学的状

況からみて、とくに、地中海、中東、あるいは

アフリカの市場に対しては、穀物供給国として

フランスの役割が不可欠である。地中海アラブ

諸国は、安定的で、信頼性の高い、高品質の穀

物供給を必要としている。」（6）（p.32）

注 1） Mario Pezzini「, 台頭する中間層」

 （http://www.observateurocde.org/news/

fullstory.php/aid/3070/Une_classe_moyenne__

E9mergente.html。2015年8月30日アクセス）

注 2） Nikos Alexandratos & Jelle Bruinsma, World 

Agriculture towards 2030/2050,The 2012 

Revision,FAO,juin 2012

注 3）フランスの軟質小麦収量は、1950 年から

1982 年にかけて 1780 ㎏ /ha から 5280 ㎏

へ飛躍的に増加した。その後、2000 年に

は 7260 ㎏、　2002 年は 7620 ㎏、2013 年は

7400 ㎏、2014 年には 7487 ㎏と推移してお

り、21 世紀に入り、世界的傾向と軌を一

にして生産性の伸びは停滞している。

 （出所：Dominique Soltner,LES GRANDES 

PRODUCTIONS VEGETALES, SCIENCES ET 

TEQUENIQUES AGRICOLES,1988 . および

 GraphAgri 2014、Annuaire de Statistique 

Agricole, 各年次）

注 4） ハリエット・フリードマン、渡辺雅男・

記田路子訳『フード・レジーム―食糧の政

治経済学』、pp.120-121.

注 5） le Centre international de hautes études 

agronomiques méditerranéennes （CIHEAM）

は、1962 年設立の地中海沿岸諸国 13 か国

の政府間機構。この地域の農業、食料、漁
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業、農村地域分野での多角的協力を目的と

する。

注 6） Sébastien Abis は、国際戦略関係研究

所  l'Institut de Relations Internationales 

Stratégiques（IRIS）研究員

Ⅴ．大きく変化する穀物市場

　「生産者から消費者まで、穀物業界は幾つも

の販路に細分化されている。生産者は様々な形

でそれらの販路に供給する。これらの業界は著

しく組織化され、穀物製品の競争力に貢献して

いる。」（p.33）

　以下、製粉業（製パン原料）、家畜飼料、輸出、

澱粉製造、バイオ燃料、植物化学の順に需要動

向の変化をみていこう。

（1）製粉業：小麦粉の最終消費形態は多様
　地理学者 G. ファネによれば、「穀物、それは

フランスである。我々がパンを食すとき、我々

はフランスを食しているのである．．．」。「我々

は、パンと も強い関係を持ち、パンに情熱を

傾ける国である。フランスには市長と同じ数だ

けパン屋がある。」（1）（p.36）

　「フランスで生産される 3500 万トンから

3700 万トンの小麦のうち、560 万トンがフラン

スの製粉業向けである。パン製造は製粉業の

大の販路である。フランス本土の 3 万 2000 の

職人的パン屋は、身近さという意味で重要な役

割を果たしている。世界中に比類なきネット

ワークをなす小売とサービス業の市場である。」

（p.36）

　「フランス人の 97.6％はパンを食べる。若い

世代は、朝食にパンに代えてシリアルを食べる

傾向がある。サンドウィッチ食も増えており、

スナック食はそれ以上である。フランス人は

毎日 130g のパンを食べるが、50 年前には 350g

だった。店舗設置のパン焼き器と中・大規模の

流通企業が発展し、工業的なパン屋とパン製造

の拡大を促している。職人的なパン屋とパン製

造は、従来、小麦粉の第一の販路であったが、

その比重は減少傾向にあり、工業的パン製造が

増加している。」（2）（P36）

　フランス製粉業全国協会（ANMF）によれば、

「新しい処理法によって、栄養や保存、多様性

等々の要請に的確に応えうる製品を創り出すこ

とが可能である。工業的製品の品質はすでに非

常に高い。将来、工業的製パン業は、競争力を

強め、職人的作業ともっと競うことになるだろ

う」。（p.37）

第 5表　小麦需給表
単位：1000トン

年度 2000/2001 2010/2011 2012/13 2013/14
期首在庫 5 523 3 424 2 281 2 916
生産量 35 668 35 487 35 503 36 837
集荷量 31 775 33 009 32 645 33 511
自家消費 3 893 2 478 2 858 3 326
輸入量 264 1 038 338 300
利用可能量 41 455 39 949 38 122 40 053
期末在庫 3 392 2 969 2 916 3 282
国内消費 19 190 16 605 17 403 18 046
　（食用・飼料） 12 032 7 038 7 987 8 716
　（工業原料） 7 158 9 567 9 416 9 330
輸出 18 873 20 375 17 803 18 725
　（EU=28 向け） … 6 869 7 403 6 805
　（EU=15 向け） 11 164 6 781 7 372 …

出所）AGRESTE,GraphAgri 2014

第 6表　フランス小麦の用途（1）

第 3 国向け輸出 33%
EU 向け輸出 20%
国内家畜飼料製造 13%
食料消費 14%
澱粉製造 8%
アルコール 4%
種子 1%
在庫積み増し 7%

出所）: FranceAgrimer、Campagne 2013/2014
（1）（2013 年の小麦生産量は 3700 万トン）

第 7表　パンの消費量（1日当たり）
1950 年 1960 年 1970 年 1980 年 1990 年 2000 年 2005 年 2012 年

消費量（g） 325 267 180 140 155 155 150 130
出所）Observatoire du pain,pain et nutrition 1er édition ,sep. 2006,p65
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　「工業的製パン業からの技術面での改善要望

が強い。衛生基準の遵守を前提として、製パン

性の向上、蛋白質の増加、品質向上が期待され

ている。（3）

　1990 年代から、小麦粉の輸出市場は、もは

や将来性のある市場ではなくなった。なぜなら

消費国の多くが、自国に製粉業を持つように

なったからである。

　新たな輸出市場を獲得するには、「長期保存

パン」のような、より高度な技術の製品を作る

ことが必要である。N. ペラルデル（ANMF）は、

「若者向けの新たな消費様式を創造する必要が

ある。巨大な市場である中国のような諸国に

おいて、探求すべき途が残っている」としてい

る。（4）（p37）

（2）家畜飼料：鶏肉・豚肉業界を再活性化する
　「飼料製造業はフランスの穀物にとって重要

な国内販路である。2012 年度の 2100 万トンの

飼料生産の原料は、主として、穀物（49%）、粕

（29%）からなる。合計 1000 万トンの穀物が飼

料製造向けである。その内訳は、小麦 500 万ト

ン（48%）、トウモロコシ（29%）、大麦（16%）、

ライコムギ（6%）等である。加工に伴う副産物

である 200 万トンの、糠、グルテン、ビールか

す等を忘れてはならない。それらの多くは、製

粉所、澱粉製造所、バイオ燃料製造、ビール醸

造に由来する。これらの副産物は、穀物加工業

界の経済バランスにおいて重要な役割を果たし

ている。

　穀物全体でみると、農場での自家消費（5）を

除き、養鶏・養豚業界が、穀粒の形で（860 万

トン） も多く消費する業界であり、乳牛、肉

第 8表　小麦粉の販路
　 2004 年（4） 2012 年

国内市場 トン ％ トン ％

　　職人的パン・菓子製造（1，2，3） 1716508 44.6% 1514201 37.1%
　　工業的パン・菓子製造（3） 627193 16.3% 847812 20.8%
　　大型店舗でのパン・菓子製造（2） 231807 6.0% 234721 5.8%
　　公共機関 2749 0.1% 1493 0.0%
　小計（パン・菓子原料） 2578254 67.0% 2598227 63.7%
　　袋詰め 202017 5.2% 250467 6.1%
　　工業的用途（3） 981183 25.5% 1166019 28.6%
　　飼料・澱粉・グルテン製造 89302 2.3% 62664 1.5%
　小計（その他の用途） 1272502 33.0% 1479150 36.3%
総計（国内市場） 3850756 100.0% 4077376 100.0%
輸出 　677000 　 607824 　

出所） ANNUAIRE DE LA MEUNURIE FRANCAIS  2005,2014 より作成

原資料）ONIC（2004）、FranceAgriMer（2012）、GraphAgri（2006）

注 1） 職人的製造が小麦粉卸売の主要な販路

注 2） 職人的製造と大型店舗での製造の混合形態が 2012 年には 11 万 1893 トンあったが、ここでは

双方に比例配分してある。

注 3） 2012 年には、輸入量が 18 万 1771 トンあった。これは、職人的パン製造、工業的パン製造、

工業的用途、袋詰に分けられる。

注 4） 2004 年の輸入量は 14 万 9111 トンであった。

第 9表　製粉業と製パン業の実績
フランス製粉業 製パン業（職人＋工業）

小麦消費量

企業数

売上高

雇用

560 万トン

373 社

220 億ユーロ

6000 人

売上高

雇用

160 億ユーロ

19 万 5000 人

出所）白書 p.38
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牛は、70 万トンしか消費せず、ペットフード

（犬、猫）と同程度である。

　1992 年の CAP 改革以前、家畜飼料への穀

物混入率は 30% に落ち込んでいた。1992 年

に実施された穀物価格の引き下げにより、

2002/2003年度にかけて配合率は 50%に近づき、

穀物代替品の輸入は急速に減少した。

　しかし、2008 年以降、飼料向け穀物量は 100

万トン減少し、配合率も漸減した。主な原因は、

ドイツとスペインに対するフランスの鶏肉・豚

肉業界の競争力の低下である。

　2012 年のフランスでは、消費量でみて、鶏

肉が豚肉に次いで第 2 位の食肉であり、牛肉よ

りも多い。フランスは今日、EU 諸国から鶏肉

を輸入しており、フランスの養豚業界も輸入超

過となるリスクが大きい。フランスの鶏肉・豚

肉分野の競争力は低下している。フランスでは、

ここ 10 年間に、豚と鶏の屠畜量は減少してお

り、他方、ドイツとスペインでは増加した。

　フランスの競争力低下は、主に、養鶏と養豚

の経営規模拡大と近代化の遅れによる。環境規

制による強力な制限・抑制と、EU の中でも

も非効率な行政指導も一因である。フランス畜

産近代化計画（PMBE）（6）は、主に、牛部門を対

象としており、畜舎の旧式化というハンディ

キャップを抱えた穀食畜産（養豚、養鶏）には

役立たなかった。

　　飼料向け販路を維持するためのカギは、フ

ランスの穀食家畜業界の競争力回復である。し

たがって、穀物業界は、耕種部門と連携する養

鶏・養豚業界の強化のため地域段階での検討を

進め、鶏肉・豚肉分野での穀物消費を増加させ

るための全般的計画を持つことが必要である。

競争力のある穀物と競争力のある畜産は密接に

関係する。」（p.38-40）

（3）穀物輸出：最大の販路
　「輸出市場はフランス穀物の 大の販路であ

る。さらに、輸出は、トウモロコシにも、大麦

にも等しく重要である。フランスの港湾にとっ

ても、地中海の南岸諸国においても、また、世

界で需要が も急速に拡大しているアフリカ・

サブサハラ諸国においても、輸出は重要な存在

である。

　2007/2008 年度以来、第三国向け小麦輸出は

明確に急拡大している反面、EU 諸国への輸出

は減少傾向にある。それは、確かな傾向といえ

る。（7）

第 4図　地中海周辺、サブサハラ諸国に向かうフランス小麦

原資料：FranceAgrimer et France Export Céréales（2008 年～ 2013 年平均）

出所）白書 p.41
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　2012 ／ 2013 年度には、軟質小麦輸出は 1700

万トンを超え、2011 ／ 2012 年度と比べ 6% 増

加した。第三国向け輸出は好調であったが、

EU 諸国向けは 5% 低下した。第三国向けでは、

2012 ／ 2013 年度の 1000 万トンの輸出量は、

世界市場にロシア産軟質小麦が出回らなかった

例外的な年である 2010 ／ 2011 年度の 1290 万

トンに次いで、過去 15 年で第 2 位であった。

　穀物生産者はフランス穀物輸出協会（France 

Export Céréales）を設立し、北京、カサブランカ、

アルジェ、カイロに支所を置き、世界の 30 以

上の国で販売促進事業を進めている。」（p.40）

　「EU では、ドイツ、ベルギー、スペイン、イ

タリア、オランダ、ポルトガル、イギリスが

フランス産小麦の主な買い手である。15 年ほ

ど前から、EU 全体の市場規模は縮小してはい

ないが、フランスの市場シェアーは浸食され

てきたとみられる（8）。例えば、イタリア向けで

は、フランスは 10 年間に 100 万トンを失った

が、その分、新規加盟国（ハンガリー、ルーマ

ニア、ブルガリア）の輸出が増加したのである。」

（p40）

≪フランス小麦の、EU 以外の主な仕向地≫

「〇 マグレブ諸国、その中でアルジェリアは毎

年フランスから約 400 万トンを購入するが、

その量は、フランスの生産量のほぼ 10% に

当たる。マグレブ諸国は地理的に近く、フ

ランスのパンに似たパンを食する習慣をも

つ。（9）

〇 サブサハラ（サハラ砂漠以南の諸国）。この

地域のセネガル、コート・ジボワール、カ

メルーン、モーリタニアは、フランスの旧

植民で、フランスパンの形で小麦を消費す

る。フランスは、この地域に、需要の 80％

に当たる 200 万トンを販売する。

〇 世界 大の小麦輸入国であるエジプトおよ

びリビア。この両国は小麦を購入するもの

の、輸入数量は年々変動する。輸入小麦は

アラブ式の平らなパン（無発酵パン）の製造

用である。

　J-P. ラングロワ・ベルテロ（フランス穀物輸

出協会会長）はこの点について以下のように

語っている。「輸出市場において、フランス小

麦は多くの強みをもつ。つまり、供給の安定性、

輸出制限が行われないこと（アルゼンチン、ロ

シア、ウクライナとは異なる）、地理的近接性、

フランス風のパン食習慣、良質の蛋白質、製粉

特性、等々である。フランスはまた、伝統的に

別の産地に依存していた市場向けにより多くの

穀物を輸出するための、ロジスティック（物流）

能力を有している。」（10）

　「フランス小麦には若干の弱点がある。それ

は、必ずしも全ての小麦購入者を満足させるこ

とができないその品質である。これに対し、南

北アメリカ産の小麦は、フランス産に比べ蛋白

質が多く、ロシアとウクライナはフランス産と

同じ価格で、蛋白質が 1% 高い小麦を供給する

のである。」（8）　（p41）

　「獲得すべき市場：アフリカ・サブサハラ地

域諸国のうち、ナイジェリアは重要な仕向地で

ある。市場を保持し獲得するために我々は細心

の注意を払う必要がある （11）。中東周辺諸国に

おいては、フランス穀物協会は、サウジアラビ

ア、イラク、イラン、等で市場調査を進めている。

これらの諸国は、無視できない潜在的可能性を

有しており、蛋白質と同様、グルテンについて

も関心が強い。その市場を獲得するには、わが

国の小麦の蛋白質を改善することが必要であろ

う。」（10）（p.42）

（4）澱粉製造業：将来性のある業界
「澱粉製造企業は、バイオ精製業である。小麦、

トウモロコシ、あるいはバレイショから取り出

される、澱粉、ブドウ糖、エタノール、蛋白質、

多価アルコールが主な製品である。伝統的製品

であると同時に、現代的な製品でもある。」（12）

　フランスでは、今日、小麦とトウモロコシを

原料とする澱粉は 300 万トン生産される。非常

に多種の澱粉とその派生製品が存在する。

〇 47% は、柔軟剤や甘味料として、パンや

菓子、砂糖菓子、飲料、デザート、調理済

み食品、ベビーフードなどの原料として、
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食品産業で使用される。

〇 53% は、紙や段ボール（これらが 大の販

路）、健康食品、発酵製品（ビタミン、抗

生物質、有機酸等々）、化粧品、接着剤、

布地、建築用材料、洗浄剤等々のような工

業製品の製造に用いられる。

　澱粉製造業は、売上高 25 億ユーロ、直接雇

用 5000 人、小麦 300 万トンを処理する業界で

ある。フランスの小麦の国内消費のほぼ 20%、

同じくトウモロコシの 30% を占める。小麦と

トウモロコシの合計 520 万トンが使用され、停

滞的なトウモロコシと馬鈴薯とは対照的に、小

麦利用が拡大している。今日、澱粉製造業は家

畜飼料と製粉業に次ぎ、フランス第 3 位の穀物

を原料とする製造業となっている。」（p.42）

　「この部門の成長は、植物化学や栄養・健康

分野の研究・開発の今後の展開と密接に結び

ついている。1990 年代以降、澱粉の製造量は 2

倍となったが、今後、フランスの澱粉製造業の

生産量はさらに倍増するかもしれない。澱粉製

造業の将来は「植物化学／バイオ燃料」工業計

画の開始にともなって行われた検討とオランド

大統領が 2013 年に設置した技術革新委員会の

ローベルジョン Lauvergeon 報告書（13）に関わっ

ている。報告書では、植物性蛋白と『植物化学』

の分野の技術革新への支援が決定的意義を持つ

とされている。」（p.43）

（5）バイオ燃料：フランス、ヨーロッパ第一位
の生産国（14）

　「バイオエタノールは、穀物、甜菜、サトウ

キビを原料とする砂糖の発酵による製品で、世

界で も使用されるバイオ燃料である。フラン

スでは、小麦 170 万トンがバイオエタノールに

加工される。こうして、穀物はフランスのエネ

ルギーと蛋白質の不足の緩和に貢献する。

　フランスは数年前に大規模な開発プログラム

に着手した。既存の生産能力の拡張および総生

産能力 1400 万 hl の世界的規模の 5 つのバイオ

エタノール工場を建設するため、農業者と工業

家により 10 億ユーロ近くが投資された。

　2012 年に 1150 万 hl を生産したフランスは、

ヨーロッパの生産量の4分の1強を占めており、

バイオエタノールではヨーロッパ第 1 位の生産

国である。しかし、ヨーロッパ全体でみると、

エタノール製造に使われる穀物量は、全用途の

3% でしかない。これに対し、アメリカではト

ウモロコシの販路の 40% がエタノール製造向

けである。

　この業界の売上高は 6 億ユーロであり、直

接、間接雇用 8900 人を擁する。バイオエタノー

ルの性能向上と第二世代の実現に注力している

が、業界の前途は、バイオ燃料の配合目標につ

いても、さらに、バイオ燃料が満たすべき環境

基準についても、今後の EU の姿勢にかかって

いる。フランスにおけるバイオ燃料課税もまた

阻害要因の一つである。」（P.44）

（6）植物化学：革命は軌道に乗った
　「技術革新委員会」の報告書は 2013 年 10 月

11 日付答申書において「技術革新に向けた 7 つ

の主要課題」を定めたが、その第 4 項目が「植

物蛋白と植物化学 la chimie 　du végétale」で

あった。

　植物化学は、原料として植物を使用する化学

を意味する。穀物の穀粒に蓄えられた澱粉の活

用は、植物化学の大道である。何故なら、澱粉

は多くの特性を有しているからである。

　「植物化学の世界市場は、確実に伸展してお

り、2015 年には 3000 億ユーロと推定されてい

る。フランスには重要な切り札がある。フラ

ンスは高度な科学研究と応用機関（ARD, ツー

ルーズ・ホワイト・バイオテクノロジー）を有

している。この分野には複数の製造企業が参

入している（Roquette 社 ,　Tereos 社 , Proteus

社 , Metabolic xplorer 社 ,Deinove 社 ,Global 

Bioenergie 社 , Fermentalg 社 ,Solvay 社 , 等 々）

その内、4 グループは世界のトップ企業 50 社

に入る。こうした企業の強みに加えて、フラン

スは強力な食品産業の存在を頼ることができ

る。」（p.45）

　植物化学は「持続可能な原料を発見すること

で、フランスのエネルギー対外依存を減らす具

体的解決策となる。課題は、食料的利用に大き
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な影響を与えないで、化石資源依存を部分的に

軽減することである。．．．フランスでは、植物

化学は、3 万 5000 から 4 万 5000 人の雇用、15

億ユーロの輸出額を創り出せるだろう。同様に、

植物化学は、各種のバイオマスから、健康、エ

コ製造業、エネルギー、バイオポリマー等々の

応用的分野の巨大な市場に成長する見通しがあ

る。」 （p.45）

　今日の時点で、この新しい製造業に必要な植

物材料の潜在的数量を評価するのは早計かも

しれない。しかし、植物化学は、疑いなく、21

世紀の産業、技術、化学革命となるだろう。そ

の革命は、農業なしに、とりわけ穀物業界なし

には行われえない。農村地域での、技術革新の

専門知識、付加価値そして雇用を増加させると

いう現実的かつ素晴らしい展望が開けている。

（p.46）

注 1） ジル・ファニGilles Fumey（　ソルボンヌ・

大学、地理学教授）

注 2） パン食文化については多数の研究があ

り、翻訳書も多い。工業的パンへの批判的

立場からは、スティーブン・L・カプラン「パ

ンの歴史」河出書房新社、2004 年など。

注 3） FranceAgrimer, La qualité des blés  français 

–Récolt 2014,sep.2014

注 4） ニコラス・ペラリデル Nicolas Pérardel

（ANMF 研究員）

注 5） 自家消費分は、統計的には生産量－出荷

量として算定されるが、実質的には飼料向

けである。France Agrimer では、自家貯蔵

についてデータは集めている。自家貯蔵は

生産者の有利販売の重要な手段である。

注 6） PMBE　畜産の新技術の導入による経済

効率改善、労働条件の改善、家畜の衛生と

福祉に役立つ畜舎近代化計画には、EU と

国からの助成金が支給される。主に、牛、羊、

山羊の飼養が対象。

注 7） フランソワ・ガーテル Fracois  Gatel（フ

ランス穀物輸出のディレクター）（p.40）

注 8） フランスの小麦輸出量の対 EU（12 か国）

向けの割合は、1993 年度からの 5 年間の

平均では 53.4％、2006 年から 2011 年の 5

年間の平均は 46.7% であり、低下傾向が確

認できる。因みに、1990 年再統一の年の

ドイツの小麦生産量は 1524 万トンで収穫

面積は 243 万 ha、収量は 6273 ㎏であった

が、2013 年には、生産量は 2501 万トン、

収穫面積 312 万 ha、収量は 7998 ㎏ /ha と

なった。つまり面積も、収量も顕著に増加

しており、EU 市場における存在感を高め

た。そのため、フランスの穀物生産者は、

従来からの第三国輸出市場を維持するとと

もに、新たな市場開拓を必要としている。

（数値は、FAOSTAT による）

注 9） これらの地域がフランスの旧植民地で

あったという事実を忘れてはならない。

1960 年代初頭までの植民地時代の、マグ

レブ諸国が基本的食料を宗主国に依存する

関係が継続しているとみても良いであろ

う。

注 10） ジャン・ピエール・ラングラワ‐バルテ

ロ Jean-Pierre Langlois-Berthelot（フランス

穀物輸出協会会長）

注 11） 石油資源を基盤にアフリカ 大の

GDP を誇る同国は、アメリカの主要

顧客である。食パン用に蛋白質の多い

ドイツのパンを求めているとされる。

（FranceAgricole,le27fec.2014）

注 12） ジャン‐リュック・ペレティエ Jean-Luc 

Pelletier, Délégué Général de USIPA（L'Union 

des Syndicats des Industries des Produits 

Amylacés et de leurs dérivés　）フランス澱

粉産業協会理事長

注 13） 2013 年 4 月 18 日に大統領が作った各界

20 名のメンバーからなる技術革新委員会

で、報告書は 7 つの優先課題を定めてい

る。委員長がアンヌ・ロベルジョン Anne 

Lauvergeon。

 http://www.elysee.fr/assets/pdf/Rapport-de-la-

commission-Innovation-2030.pdf

注 14） 2010 年に EU では 37 億リットルのバイ

オエタノールが生産された。上位生産国で

は、フランスが 120 万トン、ドイツが 75
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万トン、スペインが 57 万トンであった。

 http://www.planetoscope.com/biocarburants/ 

592-production-d-ethanol-en-europe.html

注 15） 白色バイオテクノロジーは、有機体（酵

素）により素材を加工する技術である。

 http://www.inra.fr/Grand-public/Chimie-

verte/Toutes-les-actualites/Biotechnologies-

blanches

むすび

　まず、白書を読んで感じるのは、フランスの

穀物生産者、少なくともその指導者達の強い自

負心ではないだろうか。自分達穀物生産者が、

フランスの経済を支える大きな柱であり、フラ

ンス経済の対外均衡を担い、国民に基本的食料

を提供し、幅広い産業連関により雇用を維持す

ることによってフランスの社会の柱となってい

ることへの誇りが感じられる。

　EU 諸国および開発途上諸国への輸出にみら

れる国際競争力への自信、その大部分が飯米と

して消費される我が国のコメとは異なり、輸出

と製パン用以外にも、家畜飼料、澱粉そして、

今後に期待される植物化学品までの用途の幅広

さが小麦経済の厚みを作っていることが確認さ

れる。

　というわけで、穀物生産者の社会的発言力は

強力である。しかし、こうした強力な穀物生産

者が分厚く育ってきたのは、第二次世界大戦後

のことであり、戦争の疲弊から立ち直るべく経

済の計画化に着手する際、穀物を外貨獲得源と

して育てることを国家戦略に定めてからの事で

ある。そうした位置づけが一貫して維持された

ことが今日の力強い穀物生産者を生んだのであ

り、主要農産物を米国等に段階的に開放し、カ

ロリーベースの自給率を 4 割以下に低下させた

日本とは対照的である。

　フランスは自給率が優に 100% を超える農業

大国であるが、同時に GDP 規模では世界第 6

位の経済大国であり、農業生産額は GDP の 2%

を占めるに過ぎない先進工業国でもある。しか

し、脱工業化が進む低成長の経済と高失業率の

中で、フランス経済の再活性化の前途が不透明

であることも事実である。

　とりわけ、隣国ドイツの大国化により影が薄

くなっている。そうした状況であるからこそ、

国際競争力を有する穀物産業への期待感は強い

し、当事者も意気軒高というところだ。

　白書が掲げるスローガン「より多くを作ろう、

より良く作ろう」は、生産拡大に経営としての

生き残りをかける穀物生産者の意気込みであろ

う。

　しかし、このスローガンは、フランス社会に

広く受け入れられるだろうか。あるいは、我々、

地球市民の一員として賛同できるだろうか？幾

つかの疑問を投げかけることで、本稿のまとめ

としたい。

　第 1 には、白書の現状認識およびそれに基づ

く将来展望の根拠は、国連諸機関の将来見通し

であるが、それは、現在の多国籍企業が主導す

るグローバルなフード・レジームを前提とする

ものである。例えば、WTO の自由貿易主義で

は食料主権の確立と食の国際公共的管理といっ

たような、枠組み自体の根本的転換の可能性は

排除されている。

　第 2 には、穀物を通じてみたアフリカと中近

東諸国とフランスとの関係についてである。確

かに、この地域の自然条件が穀物生産にとって

不利であることは事実だろう。しかし、先進国

の人々の興趣を満たすための輸出商品のモノカ

ルチャーにより、旧植民地であったこれらの地

域の本来の食文化や農業制度が歪められてきた

ことに眼を閉ざしてならない。一方的に、不足

する穀物を輸出すればよいというものではな

い。この地域の経済的自立と社会的安定のため

の農業振興に寄り添う姿勢こそ必要なのではな

いか。それこそ、旧宗主国側の倫理でなければ

ならないと思うのである。

　第 3 には、ドイツ統一、中東欧への拡大を経

た EU およびロシア、ウクライナを含めたヨー

ロッパの穀物市場の構造変化に注目しておきた

い。この問題は、EU 共同農業市場に大きなイ

ンパクトを与えるだけではなく、共存共栄ある
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いは連帯、緊密な連合という欧州共同体の在り

方をも左右する大きな問題となることに留意

しよう。白書においてはこの問題について立ち

入った言及がほとんどないことを改めて指摘し

ておきたい。

　第 4 には、わが国日本のコメと比較して、フ

ランス穀物の用途の幅広さと、各販路の開拓精

神には感銘を覚えるが、それが穀物の増産を大

前提としていることに違和感を持つのである。

穀物生産の拡大を可能としてきた農業近代化に

よる、過剰生産とエコロジー劣化が今日の農業

と農村の困難を生んだという認識が、穀物生産

者団体の白書には感じられない。白書の後段

の魅力的テーマ「バイオ・パフォーマンス」も、

エコロジー配慮も、生産力増強を前提とする限

りは、大きな期待はできないだろう。

　とはいえ、持続可能な穀物生産の在り方につ

いて、研究の場でも生産の現場でも様々な試行

錯誤が進行している現状の中では、「より多く

を作り、より良く作る」という選択肢を機械的

に排除することは適切ではないだろう。「より

良く作ろう」については、白書後半に残された

課題である大規模畑作のエコロジー・環境問題

として、検討を後日の課題としたい。　


