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はじめに　―背景と課題―

　アメリカ主導によるTPP交渉が、2013年内の妥結に向けて加速している。二

国間、多国間の自由貿易協定を核とする経済連携協定の潮流が、21世紀の国際

貿易の主要な流れとなっている中で、アジア太平洋地域の経済連携がどのよう

に形成されていくかは、21世紀の政治・経済を左右する大問題である。

　本稿はTPPをはじめとする地域的な自由貿易協定めぐる現状を背景として、

アジア太平洋地域に焦点を合わせて、世界の食料貿易構造を、貿易統計データ

を用いて、俯瞰的、総括的にとらえることを目的としている。本稿では、24年

度の報告（大賀[１]）で残された課題とした、畜産物、野菜類、果実類の国際

貿易構造の変化を、1999年と2011年の国際貿易マトリックスにより比較分析す

る。

　具体的には、第1にUNcomtrade(国連商品貿易統計)のデータを基に、貿易総額、

食料品貿易総額と畜産物、野菜類、果実類について、世界の地域グループごと

に整理、再集計した国際貿易マトリックスを1999年と2011年について作成する。

第2に、これらの貿易マトリックスを比較分析し、畜産物、野菜類、果実類の

国際貿易構造の特徴と変化を明らかにする。

１．データと方法

　(1) UNcomtrade（国連商品貿易統計）

　本稿で分析の対象とするデータは、国際連合統計部が公表している商品貿易

統計UNcomtradeである。

　24年度の報告（大賀〔１〕）で利用した「ITI財別国際貿易マトリックス」（国

際貿易投資研究所、〔２〕）では、「その他の食料品」として国際関税協会によ

るHS分類の2桁分類で01、02、04、05、06、07、08、09、11類と広範な（後出

第２章の表2-1-1参照）品目の合計とされ、食料品貿易のうち大きなウエイト

を占めるが、その内訳は知ることができない１）。

　そこで筆者らは、国際貿易マトリックスを今後も継続して分析するために、

国際連合統計部が、インターネット上で公表している商品貿易のデータベース

UNcometrade（国際連合統計部[3]）のデータを集計して独自に国際貿易マトリッ
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クスを作成することとした２）。本稿は、UNcomtradeからダウンロードした貿易

データを、筆者らが集計して国際貿易マトリックスを作成し、これを分析した

ものである。本稿は食料品の国際貿易の総体的な把握とともに、国際貿易マト

リックスの提示をも目的としている。

　(2) 対象品目

　UNcomtradeは、商品分類として、国際関税協会のHS分類（Harmonized 

System）、SITC（国連のStandard International Trade Classification）、BEC

分類（国連のBroad Economic Category）の3種類の分類で作成、公表されている。

本稿では、HS分類により、「ITI財別国際貿易マトリックス」で「その他の食料品」

に分類された品目の主要部分である以下の11項目の分類（品目）の国際貿易マ

トリックスを作成し、分析した。

　日本貿易投資研究所が作成したIHI財別国際貿易マトリックスでの「その他

の食料品」の項目には、HS分類の01類から24類（農産物、または食料品）のう

ち魚介類、穀物、加工食品、油糧種子・油脂類等に入らないすべての食料品が

含まれる。主要なものとしては、生きた動物、酪農品、肉類、鳥卵等の畜産物、

生鮮な野菜類、果実類、コーヒー、茶などの嗜好品、穀物加工品など広範な食

料品を含んでいる３）。

　本稿では、貿易総額と食料品総額のほか、IHIの貿易マトリックスで「その

他の食料品」と分類された品目のうち以下の③から①まで主要11品目について、

1999年と2011年の２年について国際貿易マトリックスを作成し、それぞれの国

際貿易の特徴と変化を分析した。

　①　貿易総額（01から99の合計、カッコ内の番号はHS分類番号、以下同じ）

　②　食料品総額（BEC分類1類）

　③　牛肉(0201、0202カッコ内の番号はHS分類番号、以下同じ)

　④　豚肉(0203)

　⑤　家禽肉(0207)

　⑥　羊肉・山羊肉(0204)

　⑦　生乳(0401)

　⑧　チーズ(0406)
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　⑨　バター (0405)

　⑩　粉乳、練乳等の乳調整品(0402)

　⑪　ホエイ(乳清)(0404)

　⑫　野菜類(07)

　⑬　果実類(08)

　(3) 対象国・集計グループ

　本稿では、日本をとりまく経済連携協定の現状を背景として、アジア太平洋

地域に焦点を当てつつ、世界の食料品貿易の構造を分析するという目的に合わ

せ、以下のように世界計を含めて12の国、グループに集約した。

　①　日本

　②　中国 中国本土、香港、マカオの合計、

　③　韓国 

　④　ASEAN10 ASEAN10　10カ国の合計

　⑤　ASEAN10＋3 ASEAN10　10カ国と日本、中国、韓国の合計

　⑥　豪＋NZ オーストラリアとニュージーランドの合計

　⑦　アメリカ＋カナダ アメリカとカナダの合計

　⑧　中南米３国 メキシコ、チリ、ペルーの合計

　⑨　EU27 EU加盟27カ国の合計

　⑩　EU近隣４国 ノールウエー、スイス、トルコ、ロシア

　⑪　その「他の国」 世界合計から⑤ASEAN10＋3、⑥豪＋NZ、⑦アメリ

カ＋カナダ、⑧中南米３国、⑨EU27、⑩EU近隣４国の合計値を差し引い

たもの,このグループにはインドなどASEAN10＋3以外のアジア諸国、中

南米3国を除くブラジルなど中南米諸国、EU27、EU近隣４国以外のヨー

ロッパ諸国、中近東諸国、アフリカ諸国などが含まれる。

　⑫　世界合計

　以上の国、グループは24年度の報告（大賀[１]）で提示したマトリックスに

比べて、⑩EU近隣４国を「他の国」から分離して明示したこと、国連統計を利

用したことの結果として、本稿の国際貿易マトリックスには「中国」の数値に

は「台湾」の貿易を含んでいないことである。UNcomtradeのデータには、台湾
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を含め国連に非加盟の国の統計は計上されていない。

　(4) 国際貿易マトリックスの見方と作成方法

　国際貿易マトリックスは基本的に行と列が同じ正方行列の形をしている。貿

易マトリックスの各列はその列の表頭の国の輸入を示し、各行は表側の国の輸

出を示している。つまり、各列は表頭に示された国・グループが、表側に示さ

れた国・グループから輸入した額を示し、最下段の世界計は表頭の国・グルー

プの世界全体からの当該品目の輸入合計となる。逆に、各行は表側に示された

国・グループが、表頭に示された国・グループへ輸出した額を示し、右端の世

界計は表側の国・グループから世界全体への輸出合計を示している４）。

　本稿で提示した畜産物、野菜類、果実類の国際貿易マトリックスは、

UNcomtradeの輸入額に基づいている５）。その作成方法は以下の通りである。

①　UNcomtrdeのデータベースからHS分類番号による商品分類別、年次別、国別、

貿易相手国別の輸入額をダウンロードする。

②　ダウンロードした54の対象国またはグループごとに貿易相手国別（世界合

計を含む）の輸入額を、世界計を含む56X56（54国＋「他の国」＋世界計）

の商品別国際貿易マトリックスの各列にダウンロードしたデータを入れ

る。

③　54カ国ごとにその国から当該品の輸入額を報告したすべての国の合計値を

「世界計」の列にダウンロードする。

④　54の対象国/グループの各行の合計を計算し、世界合計の列の値から差し

引いた値を「他の国」の相手国別輸入額とする。

⑤　54の対象国/グループの各列の合計を計算し、世界合計の行の値から差し

引いた値を「他の国」相手国別輸出額とする。

以上までの作業で完成したマリックスが国際貿易マトリックスの原表となる。

⑥　対象国・グループ別の国際貿易マトリックスの原表を、分析目的に従って

対象国/グループ別に合計したマトリックスを作成する。
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２．貿易総額、食料品貿易額の変化

　第２章では、第３章以下の商品（品目）別の国際貿易マトリックスの分析に

あたって、貿易全体や食料品貿易の中での重み、位置づけを知るため、第１節

で本稿での貿易品目分類のベースとしたHS2桁分類の01類から24類までの類別

貿易の推移を概観する。第２節では輸入総額の貿易マトリックスの特徴と変化

を、第３節ではBEC分類での食料品の国際貿易マトリックスの特徴と変化を分

析する。

　(1) HS分類01－24類別食料品貿易額の推移

　表2-1-1に食料品の商品分類別世界輸入額の推移、表2-1-2に食料品の世界輸

入総額に対する割合の推移を、表2-1-3に食料品の貿易分類別の世界輸入額の

BEC分類１類に対する割合の推移を示した。

　これら３表では、24年度の報告(大賀〔１〕と同様に、「ITI財別国際貿易マ

トリックス」（国際貿易投資研究所、〔２〕）における食料品の範囲に従い、01

類から11類までと16類から24類までの合計を食料品1としている。食料品1には

農業・食料関係者が通常食料品として考える12類から15類までの大豆、菜種な

どの油糧種子および同動植物性油脂等は入っていない。そこで、これら油糧種

子および同植物性油脂を含めたHS分類の01類から24類までの合計を食料品２と

して表示している。

　本稿での貿易商品(品目)分類のベースはHS分類である。HS分類は基本的に産

業分類をベースとし、HS分類01類から24類までは農林水産品であり、必ずしも

食料品という分類とは整合しない。UNcomtrdeの貿易商品分類で「食料品」と

いう用語の適合した分類として、BEC分類１類「食料および飲料」があり、そ

の世界輸入額も表中に示している。

　HS分類01類から24類についてBEC分類１類との関係をUNcomtradeのreference

の中の対応表６）をその世界輸入額とともに参照してみると、以下の通り、BEC

分類では非食用とされるものが含まれている。

HS分類01類の「生きている動物」は競馬用の馬、ペット、繁殖素畜など大部分

HS分類05類の「その他の動物性生産品」の大部分

HS分類06類の「花木類」の全て
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HS分類12類の「油糧種子、飼料用わら等」の中の飼料用わら等一部

HS分類13類の油脂等の中のラック等一部

HS分類14類の「その他の植物性生産品」の大部分

HS分類15類の「動植物性油脂、ろう等」の中のろう等一部

HS分類23類の「食品工業の残留物、調整飼料」の全て

HS分類24類の「たばこ及びたばこ代用品」の全て

　表2-1-1を見ると、2011年の食料品２の世界輸入額１兆3,810億ドルに対して、

BEC分類1類「食料および飲料」の世界輸入額は１兆1,400億ドルであり、その

差は2,410億ドルである。HS2桁分類で、その全て、あるいは大部分が非食用で

あるHS分類01類の200億ドル、05類の90億ドル、06類の200億ドル、14類の10億

ドル、23類の670億ドル、24類の430億ドルの合計は1,600億ドルであり、上記
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の差2,410億ドル66％を占める。残りはHS分類の12類、13類、15類その他の類

の中の一部の非食用の商品（品目）の輸入額と考えられる。

　表2-1-1により、世界の食料品貿易額（輸入額）について1999年から2011年

までの推移を見ると、1999年から2011年にかけて、BEC分類１類の食料及び飲

料で2.9倍、HS分類で油糧種子・油脂等を含まない食料品1は2.8倍、これを含

む食料品２の貿易額は3.0倍と、世界貿易額総額の3.2倍より増加倍率は小さい

が、この間の人口の増加倍率1.1倍や名目GDPの増加倍率2.2倍を大幅に上回る

高い増加倍率で増加している。

　HS2桁類別では、次章以降で分析するHS分類02類の肉類は2.8倍、04類の酪農

品等は2.9倍、07類の野菜類は2.7倍、08類の果実類は2.7倍と、BEC分類1類の

食料及び飲料全体の増加倍率2.9倍には及ばないものの、世界の名目GDPの増加

倍率2.2倍を大幅に上回る高い増加倍率である。

　この間HS2桁類別の食料品で、世界の貿易総額の増加倍率3.2倍を上回るのは

15類油脂の4.5倍、12類油糧種子等の4.4倍、18類ココアとその調整品（チョコ

レート等）の3.6倍、19類穀粉、澱粉、ミルクの調整品（菓子等）3.6倍、23類

食品工業の残留物、調整飼料3.5倍、11類穀粉、澱粉等3.4倍、10類穀物3.3倍

である。これは2008年以降における穀物、大豆等の国際価格高騰を反映してい

ると考えられる。

　加工食品の世界の輸入総額をHS分類16類から24類までの合計でみると3.0倍

でBEC分類1類の食料及び飲料(以降では特に断らない限り「食料品」という)の

増加倍率2.9倍をわずかながら上回る。

　表2-1-2で食料品貿易額の貿易総額に占める比率の推移をみると、BEC分類1

類食料品は、1999年の7.0％から2007年までは5.6％へと傾向的に比重を下げて

きたが、2008年6.0％ ,2009年7.0％へと比率を上げた後、と2010年、2011年に

は6.4％へと再度比重を下げてきている。食料品１、および食料品２も、ほぼ
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同様な傾向をたどり、2011年には食料品１で6.6％、食料品２で7.8％へと比率

を下げてきている。

　表2-1-3でBEC分類1類食料品に対する比率でみると、食料品１は1999年の

106.8％から2011年の103.7％へ比率を下げてきている。食料品２はこの間に

1999年の118.5％から2011年の121.5％へと比率が大きくなってきている。これ

は、HS分類01類から24類の中で、非食用のものの増加倍率が食用よりも大きかっ

たことを意味している。

　第３章以降で分析する品目について、HS2桁類別に1999年から2011年への比

率の変化を見ると、02類の肉類は9.7％から9.4％へ比率を下げ、04類の酪農品

等は6.9％と比率が横ばい、07類の野菜類は5.7％から5.3％へ比率を下げ、08

類の果実類，ナッツ類も8.7％から8.1％へと比率を下げてきている。このよう

に今回分析対象とする品目は、HS2桁ベースでは1999年から2011年の間に食料

品貿易の中での比重を下げてきているが、これらの合計では、2011年でも食料

品の貿易総額の約３割を占めている。
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　(2) 貿易総額の国際貿易マトリックスの変化

　この節以降の章，節における全ての品目の国際貿易マトリックスの分析では、

統一的に以下の５つの表を作成して分析する７）。

　①　1999年の対象項目（品目）の国際貿易マトリックス、

　②　この表の世界貿易総額を100とする各国間貿易取引額の比率（シェア）、

　③　2011年の対象項目（品目）の国際貿易マトリックス、

　④　この表の世界貿易総額を100とする各国間貿易取引額の比率（シェア）

　⑤　1999年と2011年の間の比率（シェア）の変化

　　　（⑤の表の各コラム値－③の表の各コラム値）

　なお、本稿の以下の分析で「シェア」という言葉を多用するが、これは特に

断らない限り「世界総額(合計)額に占める比率」である。また、「増加」、「減少」

は、特に断らない限り、1999年から、2011年の間のシェアの変化である。

　第３章以下において畜産物、野菜類、果実類の貿易構造を品目別に分析す

るに先立って、これと比較対照する便宜ために、本節で貿易総額（HS01類から

HS99類までの合計）の国際貿易マトリックスに基づき、その特徴と変化を概観

する７）８）。

　表2-2-1は1999年における輸入額を基にした貿易総額の国際貿易マトリック

スを示し、表2-2-2はその各々の輸出入の世界合計に対する比率を示している。

　1999年の世界の貿易総額は5.6兆ドルであるが、国・グループ間の取引では
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それぞれのグループ内での取引のウエイトが高く、グループ外との取引で、世

界貿易総額の５％を超えるものはASEAN10＋3とアメリカ＋カナダとの間の貿易

6.5％のみである。

　表2-2-2で1999年の輸出のシェアを見ると、EU27の世界貿易シェアは38％、

うちEU27域内貿易が26％と７割以上を占めている。ASEAN10＋3からの輸出は世

界貿易の23％でうちASEAN10＋3グループ内貿易が９％、アメリカ＋カナダへ

７％、EU27へ４％である。アメリカ＋カナダからの輸出は、世界全体の17％で、

うちグループ内のアメリカとカナダ間の取引が６％、EU27へ３％、ASEAN10＋3

へ３％である。「他の国」からの輸出は13％で、うちEU27への輸出が４％、「他

の国」間の貿易は２％にとどまっている。

　1999年の輸入のシェアで見ても、それぞれのグループ域内での貿易が大きな
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ウエイトを占め、グループ相互間の貿易で世界貿易の５％を超えるのは、アメ

リカ＋カナダのASEAN10＋3から輸入７％のみである。しかし、逆のASEAN10＋3

のアメリカ＋カナダからの輸入は３％に過ぎない。

　表2-2-3は2011年の輸出入(貿易)総額の国際貿易マトリックスを示し、表

2-2-4はその各々の輸出入の世界合計に対する比率を示している。

　2011年の世界の貿易総額は1999年に比べ3.2倍の17.7兆ドルに達した。EU27

は1999年から2011年にかけて、輸出入ともに世界貿易に占めるシェアを下げ

てきているが、2011年において、輸出で31％、輸入で34％と世界貿易のおよ

そ1/3を占めている。EUの貿易総額のうち域内貿易が20％とその約６割を占め、

域外との貿易では世界貿易におけるシェアで３％の輸入超過である。

　ASEAN10＋3は世界貿易に占めるシェアが輸出で28％、輸入で27％と1999年か

らシェアを上げてEU27のシェアに迫ってきている。うちASEAN10＋3のグループ
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内貿易がその約半分の13％を占め、域外との貿易では、日本、中国、ASEAN10の、

いずれも輸出超過である。ASEAN10＋3の中で、日本は輸入で６％から５％へシェ

アを下げ、輸出では８％から５％へ大幅にシェアを下げているのに対し、中国

は輸出入ともに1999年からシェアを倍増させて、2011年には13％となっている。

　開発途上国が大部分を占める「他の国」は1999年から2011年年にかけて輸出

で13％から20％へ、輸入で10％から15％へと大幅にシェアを伸ばし、アメリカ

＋カナダを追い抜いている。「他の国」の貿易は大幅な輸出超過である。

　アメリカ＋カナダは1999年から2011年かけて、輸出で17％から11％へ、輸入

で23％から15％へと、いずれもシェアを下げ、いずれの年も大幅な輸入超過で

ある。アメリカとカナダ間の貿易が1999年に６％、2011年に３％となっている。

　EU近隣４国の2011年における世界貿易に占めるシェアは、輸出、輸入それぞ

れ６％と５％で、中南米は３％と３％、オーストラリア＋ニュージーランドは

２％と２％で、いずれも輸出超過である。

　表2-2-5により、1999年から2011年にかけての世界の貿易総額のシェアの増

減を見ると、輸出、輸入ともに中国、ASEAN10、ASEAN10＋3、「他の国」のシェ

アの上昇が著しい。ASEAN10＋3は輸出で５％、輸入で８％のシェアの増加を示

し、特に中国は輸入で７％、輸出で６％のシェアを伸ばしており、躍進がめざ

ましい。「他の国」は輸出で７％、輸入で５％と世界シェアの上昇である。

　他方EU27、アメリカ＋カナダはシェア-を大幅に低下させている。EU27はこ

の間に輸出入ともに世界シェアを約７％下げており、アメリカ＋カナダも輸出

入ともに７％、貿易総額の世界シェアを落としている。

　(3) 食料品（BEC分類）貿易総額の国際貿易マトリックスの変化

　この節では、次章以下において畜産物、野菜類、果実類の貿易構造を品目別

に分析するに当たって、食料品全体の貿易と比較対照するために、BEC分類1類

の食料及び飲料(本稿の以降の部分で「食料品」と略称する)の国際貿易マトリッ

クスに基づきその特徴と変化を分析する９）。

　表2-3-1に1999年における食料品の国際貿易マトリックスを示し、表2-3-2に

食料品の国・グループ間の輸出入額の世界合計に対する比率を示している。

　これを見ると、1999年の世界の食料品貿易額は3,930億ドルに達するが、
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EU27の世界貿易のシェアが輸出で43％、輸入で46％と極めて高い。特にEU27域

内貿易の世界貿易に対するシェアは32％と、貿易総額の26％よりかなり高く

なっている。食料品のグループ内貿易の世界貿易に対するシェアはASEAN10＋3

が６％で、アメリカ＋カナダが４％であり、対応する貿易総額の世界シェアは

ASEAN10＋3の９％、アメリカ＋カナダの６％と、グループ内貿易のシェアが低

いのと比べて、EU27の食料品のグループ内貿易のシェアの大きさが際立ってい

る。

　表2-3-3と表2-3-4に2011年の食料品の貿易マトリックスとその世界貿易合計

に対する比率とを示している。

　2011年の食料品の貿易総額は１兆1,300億ドルと1999年の2.9倍になった。

2011年における貿易総額のEU27への集中度は約３割強でうち域内貿易が２割

に対して、食料品のEU27への集中度は約４割、うちEU27域内が３割と貿易総
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額に比べ高くなっている。2011年におけるASEAN10＋3の貿易総額でのシェアは

約３割であるのに対し、食品貿易のシェアは輸入で20％、輸出で14％と、輸出

でEU27、「他の国」に次ぎ、輸入でEU27に次いでいる。ASEAN10＋3のグループ

内貿易は７％である。「他の国」は食料品貿易のシェアは輸出で22％、輸入で

17％であり、いずれも貿易総額でのシェアをわずかながら上回る。アメリカ＋

カナダの食料品貿易のシェアは輸出が13％、輸入が12％で、グループ内貿易が

３％であり、貿易総額の輸出で10％、輸入で15％のシェアより小さい。食料品

貿易では、グループ内貿易だけで世界貿易の半分近くを占めている。

　グループ外との貿易では、EU27の「他の国」からの輸入が７％と大きく、

EU27は開発途上国からの食料品輸出にとっての重みが大きいことを示してい

る。また、ASEAN10＋3のアメリカ＋カナダからの食料品の輸入が世界シェアで

５％、アメリカ＋カナダへの輸出が世界シェアで２％あり、アメリカ、カナダ
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にとってASEAN10＋3が食料品の市場として重要な位置を占めている。

　表2-3-5により、1999年から2011年にかけての食料品貿易額の世界のシェア

の増減を見ると、EUのシェアが輸入で５％減少、輸出で４％減少し、その大部

分の３％がEU27の域内貿易の減少となっている。また、日本の食料品の輸入が

世界シェアで５％と大幅に減少しており、アメリカ＋カナダからの輸入の減少

が２％、ASEAN10＋3からの輸入のシェアの減少が１％、など全ての地域から

の輸入シェアが減少している。逆に中国は食料品の輸入で４％シェアを伸ば

し、うち開発途上国がその大部分を占める「他の国」からの輸入シェアの増加

が１％、アメリカ＋カナダからの輸入シェアの増加が１％などとなっている。

ASEAN10＋3全体では日本の輸入シェアの減少と中国がシェアの上昇が相殺し、

食料品の輸出で３％、輸入で２％のシェアの増加となっている。

　また、開発途上国がその大部分を占める「他の国」が輸出で３％、輸入で３％、

食料品の貿易で世界シェアを伸ばしており、うち「他の国」相互間の貿易シェ

アの増加が２％と大部分を占めている。

　1999年から2011年の間に、食料品貿易では、EU27、アメリカ＋カナダの先進

国の輸出入シェアが減少しているのに対して、ASEAN10、中南米３国、「他の国」

の輸出入シェアの拡大が進んでいる。

３．肉類の国際貿易マトリックスの変化

　第３章では肉類の貿易構造の変化を、牛肉、豚肉、家禽肉、羊肉・山羊肉の



－ 293 －

順で、1999年と2011年の国際貿易マトリックに基づき、それぞれの国際貿易の

特徴と変化を分析する。

　HS分類02類肉類の貿易額は表2-1-1で見るように1999年の381億ドルから2011

年には1,067億ドルへと2.8倍に、この間の食料品全体の倍率2.9倍をわずかに

下回る倍率で増加した。肉類の貿易額の食料品全体（BEC分類1類）の貿易額に

占める比率は1999年の9.7％から2011年の9.4％へとわずかに下がっている。

　2011年の肉類合計の世界貿易額1,067億ドルを100％として、牛肉(冷凍と

冷蔵の合計,以下同じ)の貿易額は347億ドルで32.4％、豚肉は294億ドルで

27.4％、家禽肉は224億ドルで19.7％、羊肉・山羊肉は61億ドルで5.7％である。

これら4種の肉類の貿易額合計は926億ドルで肉類全体の86.5％を占める。残り

の肉類の貿易額は146億ドルで肉類全体の13.5％である。これには家畜の内臓

等63億ドル、塩蔵・乾燥肉43億ドル、豚脂10億ドル、他の動物の肉９億ドル、

馬肉６億ドルが含まれる。

　(1) 牛　肉

　第３章第１節では牛肉(HS分類0201類「生鮮、冷蔵の牛肉」とHS分類0202類

「冷凍の牛肉」の合計)の国際貿易マトリックスに基づき、その特徴と変化を分

析する。

　表3-1-1に1999年の牛肉の国際貿易マトリックス、表3-1-2に1999年の世界全

体の牛肉貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。また、表

3-1-3に2011年の牛肉の国際貿易マトリックス、表3-1-4に2011年の世界全体の
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牛肉貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。

　牛肉の貿易額は1999年の143億ドルから2011年の347億ドルへと3.1倍に増加

した。これはこの間の食料品の増加倍率2.9倍、肉類全体の増加倍率2.8倍を上

回っている。

　表3-1-4を見ると、2011年の牛肉の貿易額347億ドルのうち、輸出ではEU27が

世界全体の41％を占め、EU27域内貿易がその大部分の37％、EU近隣４国へ３％

となっている。輸出では、EU27につづきブラジルなど「他の国」が牛肉の世

界の輸出額の24％と約1/4を占め、「他の国」グループ内へ10％、EU近隣４国へ

５％、EU27へ５％を輸出している。次いでオーストラリア＋ニュージーランド

が牛肉輸出の18％を担い、その過半の10％を日本、韓国、ASEAN10などASEAN10

＋3へ、アメリカ＋カナダに５％を輸出している。アメリカ＋カナダは世界の

牛肉輸出額の15％を担い、アメリカ＋カナダのグループ内へ５％、日本、韓国、

ASEAN10などASEAN10＋3のグループに５％を輸出している。
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　輸入面からみると、2011年の世界全体の牛肉輸入の43％をEU27が輸入し、う

ちEU27域内から37％、「他の国」から５％を輸入している。次いでASEAN10＋3

が世界の牛肉輸入額の17％を輸入しており、ASEAN10＋3の中では日本が８％、

韓国が４％、ASEAN10が３％となっている。ASEAN10＋3への供給はオーストラ

リア＋ニュージーランドから世界の牛肉貿易額の10％、アメリカから５％が輸

出されている。次いで主に開発途上国からなる「他の国」が世界の牛肉貿易額

の14％を輸入し、うち「他の国」グループ内から10％を輸入している。アメリ

カ＋カナダのグループも牛肉の世界貿易額の11％を輸入し、そのうちアメリカ

＋カナダから５％、オーストラリア＋ニュージーランドから５％輸入している。

EU近隣４国も牛肉の世界貿易の９％を輸入し、うち「他の国」から５％、EU27

から３％が輸出されている。

　牛肉貿易のEU27への集中度は、食料品貿易のそれとほぼ同じであるが域内貿

易への集中度は食料品全体より高い。世界の牛肉貿易はEU27の域内貿易の比率
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が高く、その他の輸出はオーストラリア、アメリカ＋カナダ、「他の国」のブ

ラジルなどに限られているのに対し、輸入は広く世界中に広がっている。

　表3-1-5により、1999年から2011年にかけての世界の牛肉貿易額のシェ

アの増減を見ると、日本の輸入シェアの10％の減少が目立っており、韓国、

ASEAN10、中国の輸入シェアの増加でも相殺できず、ASEAN10＋3グループでも

６％のシェアの減少となっている。この日本の輸入シェアの減少は、アメリカ

＋カナダからの輸入シェア８％減とオーストラリア＋ニュージーランドからの

輸入シェア２％減となっている。アメリカ＋カナダは世界の牛肉輸出のシェア

を1999年の27％から2011年の15％へ12％も失ったのである。これは、この間の

狂牛病発生に伴う日本のアメリカ産牛肉の輸入制限などが、牛肉の世界貿易に

大きな影響をもたらしたことを示している。アメリカ＋カナダの牛肉輸入シェ

アも６％減少し、オーストラリア＋ニュージーランドからの輸入シェア３％の

減少、アメリカ＋カナダのグループ内貿易のシェア３％の減少となっている。

　牛肉貿易の変化では、輸出ではアメリカ＋カナダが牛肉輸出シェアを下げ、

代わって、主に開発途上国からなる「他の国」が牛肉の世界輸出に占めるシェ

アを11％増加と大幅に伸ばしている。牛肉の輸入では、日本がアメリカの狂牛

病の発生に伴い牛肉輸入シェの大幅な縮小している、一方「他の国」が５％の

輸入シェアの増加を示している。それは「他の国」グループ内からの輸入シェ

ア７％の増加、EU27からの輸入シェア３％の減により供給された。EU27近隣４

国も輸入シェアを５％増加させたが、うち「他の国」グループがシェア３％を

増加させて供給している。

　(2) 豚　肉

　第３章第２節では豚肉(HS分類0203類)の国際貿易マトリックスに基づき、そ

の特徴と変化を分析する。

　表3-2-1に1999年の豚肉の国際貿易マトリックス、表3-2-2に1999年の世界全

体の豚肉貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。また、表

の3-2-3に2011年の豚肉の国際貿易マトリックス、表3-2-4に2011年の世界全体

の豚肉貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。

　豚肉の貿易額は1999年の96億ドルから2011年の294億ドルへと3.0倍に増加し
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た。これはこの間の食料品の増加倍率2.9倍、肉類全体の増加倍率2.8倍を上回

り、牛肉の増加倍率3.1倍にわずか下回っている。

　表3-2-4を見ると、2011年の豚肉の貿易額294億ドルのうち、輸出ではEU27

が世界全体の65％と圧倒的なシェアを占め、EU27域内貿易が48％とその大部分

を占め、中国への５％を含めASEAN10＋3へ９％、EU近隣４国へ４％、「他の国」

へ３％を輸出している。EU27に次いでアメリカ＋カナダが豚肉の世界の輸出額

の27％を占め、日本への11％を含めASEAN10＋3に世界シェアの16％、アメリカ

＋カナダのグループ内に４％、中南米３国に３％を供給している。豚肉の輸出

ではEU27、アメリカ＋カナダで92％を占める。

　輸入面からみると、2011年の世界全体の豚肉輸入の49％をEU27が輸入し、う

ちEU27域内からそのほとんど全部ともいえる48％を輸入している。次いで日本

の18％、中国の６％、韓国の５％、ASEAN10の１％の合計29％が、ASEAN10＋3
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によって輸入されている。ASEAN10＋3への豚肉の供給は、アメリカ＋カナダが

16％，EU27が９％、中南米３国が２％のシェアとなっている。次いでEU近隣４

国が世界の豚肉輸入の７％、アメリカ＋カナダがグループ内からの４％を含め

５％を輸入している。

　世界の豚肉貿易はEU27の域内貿易のシェアが48％を含め、EU27の輸出が世

界貿易の65％と圧倒的に高く、アメリカ＋カナダの輸出27％を加えると95％に

達しており、輸出が北米とEU27に集中している。豚肉の輸入も輸出国グループ

内からの輸入以外では日本の輸入が18％含めASEAN10＋3が大部分と集中度が高

い。

　表3-2-5に、1999年から2011年にかけての世界の豚肉貿易額のシェアの増減

を示している。これを見ると、1999年から2011年の間の豚肉の貿易の変化では、

日本の輸入シェア12％の減少が際立っており、中国３％、韓国３％の輸入シェ
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アの増加によっても相殺できず、ASEAN10＋3グループ全体でもシェアの減少が

６％となっている。この点は牛肉の場合と似ている。日本の豚肉の輸入シェア

の減少はEU27からの減少６％、韓国から減少４％、アメリカ＋カナダからの減

少２％となっている。このほか、輸入面では、EU近隣４国が３％、中南米３国

が２％、「他の国」２％と輸入のシェアを伸ばしている。

　他方、豚肉輸出では韓国が４％、EU27が３％シェアを下げているのに対し、

アメリカ＋カナダが５％、「他の国」が３％シェアを伸ばしている。

　以上のように世界の豚肉貿易が大幅に拡大する中で、日本の豚肉の輸入が停

滞したことによって、1999年から2011年の間に、世界の豚肉輸入のシェアを大

幅に下げてきた点が、豚肉の国際貿易の変化の際立った特徴である。

　(3) 家 禽 肉

　第３章第３節では家禽肉(HS分類0207類)の国際貿易マトリックスに基づき、

その特徴と変化を分析する。

　表3-3-1に1999年の家禽肉の国際貿易マトリックス、表3-3-2に1999年の世界

全体の家禽肉貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。また、

表3-3-3に2011年の家禽肉の国際貿易マトリックス、表3-3-4に2011年の世界全

体の家禽肉貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。

　家禽肉の貿易額は1999年の76億ドルから2011年の224億ドルへと2.9倍に増加

した。これは、この間の牛肉の増加倍率3.1倍，豚肉の増加倍率3.0倍をわずか

に下回るが、肉類全体の増加倍率2.8倍を上回り、食料品の増加倍率2.9倍と同
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じ増加倍率である。

　表3-3-4を見ると、2011年の家禽肉の貿易額224億ドルのうち、輸出ではEU27

が世界の輸出額の44％を占め、うちEU27域内へ38％、「他の国」へ４％、中国

への１％を含めASEAN10＋3へ１％、EU近隣４国へ１％を輸出している。次いで

「他の国」が世界シェアで34％を輸出し、うち16％を「他の国」のグループ内

へ、日本への７％、中国への６％を含めASEAN10＋3へ14％、EU27へ３％を輸出

している。EU27、「他の国」に次いでアメリカ＋カナダが世界シェアの18％を

輸出し、うち中国への４％、ASEAN10への１％、日本への１％を含めASEAN10＋

3へ６％を輸出している。家禽肉の輸出ではEU27、その「他の国」、アメリカ＋

カナダで96％を占める。

　なお、「他の国」の輸出はその大部分がブラジルによるものである。家禽肉

の「他の国」から世界への1999年の輸出総額10億ドルのうち９億ドル、2011年
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76億ドルのうち72億ドルがブラジルからの輸出である。

　輸入面からみると、2011年の世界全体の家禽肉輸入の41％をEU27が輸入し、

うちEU27域内から大部分の38％を輸入している。次いで「他の国」が世界貿易

額の25％を輸入し、うち「他の国」グループ内から16％、アメリカ＋カナダか

ら５％、EU27から４％を輸入している。EU27、「他の国」に次いで中国の13％、

日本の８％、ASEAN10の３％を含めASEAN10＋3が、世界の家禽肉輸入額の23％

を輸入している。

　世界の家禽肉貿易はEU27の域内貿易のシェアが38％を含めEU27の輸出が世界

貿易の44％と高く、「他の国」の輸出34％とアメリカ＋カナダの輸出18％を加

えると96％に達する。家禽肉の輸入も輸出国グループ内からの輸入以外では日

本の輸入の18％を含めASEAN10＋3が大部分を占めており、豚肉の貿易ほどでは
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ないが先進国への集中度が高いことが特徴である。

　表3-3-5は1999年から2011年にかけての世界の家禽肉貿易額のシェアの増減

を示している。これを見ると、ASEAN10＋3の輸入シェアの減少10％が際立って

いる。このASEAN10＋3の輸入シェアの減少は、日本の６％の減少のみならず中

国の４％の減少、韓国の１％の減少が加わったことによるものである。日本の

家禽肉の輸入シェアの減少は、中国からの輸入シェアの減少５％、ASEAN10か

らの減少３％、アメリカ＋カナダからの減少１％を「他の国」からの輸入シェ

アの増加４％によって一部埋め合わされている。中国も世界の家禽肉輸入の中

でのシェアを４％減少させているが，アメリカ＋カナダからの世界輸入シェア

７％減少とEU27からシェア１％減少の中で、「他の国」からはシェア４％増加

で差引シェア６％の減少である。

　「他の国」が家禽肉輸入の世界シェアを８％増加させている。これは「他の

国」から世界シェア９％の輸入増加とEU27からの世界シェア１％の輸入減少と

によっている。中南米３国も家禽肉の世界輸入シェアを２％増加させ、うち２％

をアメリカ＋カナダからのシェアの増加によっている。

　他方、家禽肉の輸出では、ASEAN10＋3が世界シェア11％減少で、うち中国

がシェア６％減少、ASEAN10が５％減少である。次いでアメリカ＋カナダが世

界シェア７％減少、EU27が４％減少となっている。家禽肉の輸出で世界シェア

を増加させたのは、「他の国」(大部分がブラジル)の21％のみで、ASEAN10＋3、

アメリカ＋カナダ、EU27が失った世界シェアをすべて獲得している。つまり、

1999年から2011年の間における家禽肉の国際貿易構造の変化の最大の特徴は、
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「他の国」（ブラジル）が輸出市場シェアを14％から34％へと大幅に伸ばす一方、

アメリカ＋カナダ、中国、ASEAN10＋3、EU27が輸出シェアを失い、輸入面では

「他の国」が大幅に輸入シェアを伸ばしたことである。

　(4) 羊肉・山羊肉

　第３章第３節では羊肉、山羊肉(HS分類0204類)の国際貿易マトリックスに基

づき、その特徴と変化を分析する。

　表3-4-1に1999年の羊肉・山羊肉の国際貿易マトリックス、表3-4-2に1999年

の世界全体の羊肉・山羊肉貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示し

ている。また、表3-4-3に2011年の羊肉・山羊肉の国際貿易マトリックス、表

3-4-4に2011年の世界全体の羊肉・山羊肉貿易額に対する国・グループ間の貿

易の比率を示している。
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　羊肉・山羊肉の貿易額は1999年の22億ドルから2011年の61億ドルへと2.7倍

に増加した。これはこの間の食料品の増加倍率2.9倍、肉類全体の増加倍率2.8

倍を下回り、今回分析の対象とした肉類の中で最低の増加倍率である。

　表3-4-4を見ると、2011年の羊肉・山羊肉の貿易額61億ドルのうち、輸出で

はオーストラリア＋ニュージーランドが世界全体66％と圧倒的なシェアを占

め、うちEU27へその半分の世界シェア26％、アメリカ＋カナダへ15％、「他の国」

へ11％、中国へ５％、日本へ３％、ASEAN10へ３％を含めASEAN10＋3へ11％が

輸出されている。輸出では、オーストラリア＋ニュージーランドにつづきEU27

が世界シェアの23％を輸出しているが、うち22％はEU27域内への輸出である。

次いで「他の国」が世界の羊肉・山羊肉貿易額の9％を輸出し、うち「他の国」

グループ内へ７％、EU27へ２％を輸出している。

　輸入面からみると、2011年の世界の羊肉・山羊肉貿易額の50％をEU27が輸入
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し、うちオーストラリア＋ニュージーランドから世界貿易シェアで26％、EU27

域内から22％、「他の国」から２％を輸入している。次いで「他の国」が世界

の羊肉・山羊肉貿易額の19％を輸入し、うち11％をオーストラリア＋ニュージー

ランドから、「他の国」から７％を輸入している。アメリカ＋カナダは世界の

羊肉・山羊肉貿易額の15％の輸入し、そのほぼ全てがオーストラリア＋ニュー

ジーランドからの輸入である。ASEAN10＋3は世界の羊肉・山羊肉貿易額の12％

を輸入しているが、うち中国が６％、ASEAN10が３％、日本が３％輸入している。

ASEAN10＋3の羊肉・山羊肉輸入のほとんど全てがオーストラリア＋ニュージー

ランドからの輸出によっている。世界の羊肉・山羊肉貿易は圧倒的にオースト

ラリア＋ニュージーランドが輸出し、他の地域の輸入を支えている。EU27は世

界シェアの23％を輸出しているが、そのほとんどはEU27域内への輸出である。

　表3-4-5により、1999年から2011年にかけての世界の羊肉・山羊肉貿易額の

シェアの増減を見ると、EU27の輸入シェア14％の減少が目立っているが、う

ちEU27域内貿易の減少が10％、オーストラリア＋ニュージーランドからの輸

入シェアの減少が５％、「他の国」からの輸入シェアが１％増加となっている。

ASEAN10＋3の輸入は中国のシェアの５％増加、ASEAN10のシェアの１％増加を

含め世界貿易額のシェアで６％増加したが、オーストラリア＋ニュージーラン

ドからの輸入シェア５％増加によって大部分が供給されている。アメリカ＋カ

ナダの輸入シェアも４％増加したが、オーストラリア＋ニュージーランドから

の輸入シェアの４％増加によって供給された。「他の国」の輸入シェア増加４％

はオーストラリア＋ニュージーランドからの輸入シェアの３％増加、「他の国」
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からの輸入シェアの２％増加、アメリカ＋カナダからの輸入シェアの減少１％

によっている。

　以上のように1999年から2011年の間に羊肉・山羊肉貿易構造は、EU27が世界

貿易における輸出入シェアを大幅に下げ、中国、アメリカ＋カナダ、「他の国」

が輸入シェアを伸ばした。この輸入構造の変化に対して、EU27の域内貿易の減

少と、オーストラリア＋ニュージーランドのEU27への輸出シェアの減少と他の

グループへの輸出シェアの増加によって対応したといえる。

４．酪農品の国際貿易マトリックスの変化

　第４章では酪農品の貿易構造の変化を、生乳、チーズ、バター、粉乳・練乳

等の乳調整品、ホエイ(乳清)の順で、1999年と2011年の国貿易マトリックスの

比較によって分析する。これら酪農品はHS分類04類の酪農品、鳥卵、蜂蜜等に

属している。

　HS分類04類の酪農品、鳥卵、蜂蜜等の貿易額は表2-1-1で見るように1999年

の272億ドルから2011年には786億ドルへと、この間の食料品全体の倍率2.9倍

と同じ倍率で増加した。HS分類04類の貿易額の食料品全体（BEC分類1類）の貿

易額に占める比率は、1999年の6.9％から2011年にもかわらず6.9％であった。

　2011年のHS分類04類の酪農品、鳥卵、蜂蜜等の合計の世界貿易額785億ド

ルを100％として、生乳の貿易額は83億ドルで10.5％、チーズは274億ドルで

35.0％、バターは75億ドルで9.6％、粉乳、練乳等の乳調整品は194億ドルで

24.8％、ホエイは45億ドルで5.8％である。これら5種類の酪農品の貿易額合計

は672億ドルでHS分類04類の酪農品、鳥卵、蜂蜜等全体の85.6％を占める。残

りのHS分類04類の貿易額は113億ドルでHS分類04類全体の14.4％を占めるが、

これにはバターミルク・ヨーグルトの貿易額42億ドル、鳥卵(殻付き、液卵の

合計)38億ドル、蜂蜜17億ドル、その他動物性調整品8億ドル等が含まれる。

　(1) 生　乳

　第４章第１節では生乳(HS分類0401類)の国際貿易マトリックスに基づき、そ

の特徴と変化を分析する。
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　表4-1-1に1999年の生乳の国際貿易マトリックス、表4-1-2に1999年の世界全

体の生乳貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。また、表

4-1-3に2011年の生乳の国際貿易マトリックス、表4-1-4に2011年の世界全体の

生乳貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。

　生乳の貿易額は1999年の31億ドルから2011年の83億ドルへと2.6倍に増加し

た。これはこの間の食料品の増加倍率2.9倍、HS分類04類の酪農品等全体の増

加倍率2.8倍よりかなり低い増加倍率である。

　2011年の世界の生乳貿易額83億ドルのうち、EU27が輸出で74億ドル、輸入で

70億ドル、うちEU27域内貿易が70億ドルと輸出で89％、輸入で85％、うち域内

貿易で84％と圧倒的シェアを占めている。EU27に次いで、「他の国」が輸出で5％、

輸入で9％、うち「他の国」グループ内貿易で５％の世界シェアを占め、次い

でASEAN10＋3が輸入で５％、輸出で１％、ASEAN10＋3グループ内貿易が１％の
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世界シェアで、輸出で１％、輸入で５％である。ASEAN10＋3の輸入シェア５％

は、オーストラリア＋ニュージーランドの輸出２％、ASEAN10＋3のグループ内

貿易１％、EU27からの輸出１％で供給されている。

　世界の生乳貿易はEU27の域内貿易が圧倒的であり、それ以外は「他の国」の

グループ内貿易とEU27の「他の国」への輸出、オーストラリア＋ニュージーラ

ンドのASEAN10＋3への輸出に限られている。輸入ではEU27の域内貿易、「他の国」

のグループ内貿易とASEAN10＋3のオーストラリア＋ニュージーランドからの輸

入に限られている。

　表4-1-5により、1999年から2011年にかけての世界の生乳貿易額のシェアの

増減を見ると、EU27が生乳の世界貿額のシェアで域内貿易５％減少、「他の国」

が世界シェア３％のグループ内貿易を増加させたこと以外に目立った変化はな

い。
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　(2) チーズ

　第４章第２節ではチーズ(HS分類0406類)の国際貿易マトリックスに基づき、

その特徴と変化を分析する。

　表4-2-1に1999年のチーズの国際貿易マトリックス、表4-2-2に1999年の世界

全体のチーズ貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示した。また、表

4-2-3に2011年のチーズの国際貿易マトリックス、表4-2-4に2011年の世界全体

のチーズ貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示した。

　2011年のチーズの貿易額は274億ドルでHS04類の酪農品等の貿易額の35.0％

を占める。チーズの貿易額は1999年の103億ドルから2011年の274億ドルへと2.7

倍に増加した。これはこの間の食料品の増加倍率2.9倍、HS04類の酪農品等全

体の増加倍率2.8倍をわずかに下回っている。

　表4-2-4を見ると、2011年のチーズの貿易額274億ドルのうち、輸出ではEU27



－ 310 －

が世界全体の80％を占め、うちEU27域内貿易がその大部分の65％、EU近隣４

国への輸出が6％、アメリカ＋カナダへ4％、「他の国」へ4％、日本への1％を

含めASEAN10＋3へ2％と世界中に輸出している。輸出では、EU27に次いでオー

ストラリア＋ニュージーランドが世界の貿易額の7％を占め、うち日本へ2％、

ASEAN10、中国、韓国それぞれへの１％を含めASEAN10＋3へ世界貿易額の4％を

輸出している。次いで「他の国」がチーズの世界の輸出額の６％を輸出し、う

ち「他の国」グループ内へ4％、EU近隣４国へ2％を輸出している。次いでアメ

リカ＋カナダがチーズ輸出の4％を担い、うちASEAN10＋3、中南米３国、「他の

国」へそれぞれ１％を輸出している。アメリカ＋カナダはチーズの世界貿易額

の4％をASEAN10＋3、中南米３国、「他の国」へそれぞれ１％輸出している。「他

の国」も世界貿易額の6％を輸出し、その過半の4％が「他の国」グループ内向

けとなっている。EU近隣４国もチーズ貿易額の３％を輸出し、うちEU27へ2％
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となっている。

　輸入面からみると、2011年の世界全体のチーズ貿易の67％をEU27が輸入し、

うちEU27域内から65％、近隣４国から２％を輸入している。次いで「他の国」

が世界のチーズ輸入額の10％を輸入しており、うち「他の国」グループ内から

４％、EU27から４％、オーストラリア＋ニュージーランドから１％を輸入して

いる。次いで日本の４％、ASEAN10、韓国、中国それぞれ１％を含めASEAN10＋

3がチーズの世界貿易額の８％を輸入し、うちオーストラリア＋ニュージーラ

ンドから4％、EU27から世界貿易額の２％を輸入している。次いでEU近隣４国

がチーズの世界貿易額の7％を輸入し、うちEU27から6％、「他の国」から2％を

輸入している。アメリカ＋カナダもチーズの世界貿易額の5％を輸入し、うち

EU27から4％を輸入している。

　チーズの国際貿易はEU27が、世界の輸入の2/3、輸出の８割のシェアを占め、
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うちEU27域内の貿易が大きなウエイトを占めている。EU27はEU27以外へのチー

ズの輸出でも最大のシェアを占め、あらゆる国に輸出している。

　表4-2-5に、1999年から2011年にかけての世界のチーズ貿易額のシェアの増

減を示している。

　これを見ると、輸入面では、E27が世界のチーズ貿易輸入でのシェアを5％下

げ、うち域内から輸入シェアの減少が3％、うちオーストラリア＋ニュージー

ランドとEU近隣４国からの輸入シェアの減少がそれぞれ１％となっている。ア

メリカ＋カナダも輸入シェアを4％下げ、うちEU27からの輸入シェアが２％減

少、オーストラリア＋ニュージーランドからの輸入シェアが１％減少となって

いる。他方、EU近隣４国は輸入シェアを5％上げ、うちEUからの輸入の増加が

4％、「他の国」からの輸入シェアの増加が2％となっている。「他の国」も世界

の中での輸入シェアを2％増加させているが、うち「他の国」グループ内から

の輸入シェアが3％増加で、オーストラリア＋ニュージーランドからの輸入シェ

アは1％減少である。

　輸出面では、「他の国」が輸出シェアを5％伸ばしているが、うち「他の国」

グループなでの輸出シェアの増加が、3％、EU近隣４国への輸出シェアが2％増

となっている。オーストラリア＋ニュージ-ランドも輸出シェアを3％落として

いるが、うちアメリカ＋カナダ、EU27、日本、「他の国」への輸出シェアがそ

れぞれ１％減少となっている。EU27は輸出シェアで域内貿易が３％減少、アメ

リカ＋カナダへの輸出シェア２％減少、日本への輸出シェア１％減少となり、

EU近隣４国への輸出シェアの4％増にもかかわらず、全体として輸出シェアは

１％減少となっている。

　1999年から2000年の間に、EU27が域内貿易のみならず域外貿易でも支配的と

いうというチーズの国際貿易構造に大きな変化はなかったが、輸入面でEU27と

アメリカ＋カナダの輸入シェアが下がり、EU近隣４国や「他の国」の輸入シェ

アが上がり、他方輸出ではオーストラリア＋ニュージーランドがシェアを下げ、

「他の国」がシェアを伸ばした点が特徴といえる。

　(3) バター

　第４章第３節ではバター (HS分類0405類)の国際貿易マトリックスに基づき、
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その特徴と変化を分析する。

　表4-3-1に1999年のバターの国際貿易マトリックス、表4-3-2に1999年の世界

全体のバター貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。また、

表4-3-3に2011年のバターの国際貿易マトリックス、表4-3-4に2011年の世界全

体のバター貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。

　2011年のバターの貿易額は75億ドルでHS分類04類の酪農品等の貿易額の

9.6％を占める。バターの貿易額は1999年の29億ドルから2011年の75億ドルへ

と2.6倍に増加した。これは生乳の増加倍率と同じであり、この間の食料品の

増加倍率2.9倍、HS分類04類の酪農品等全体の増加倍率2.8倍よりかなり低い増

加倍率である。

　表4-3-4を見ると、2011年のバターの貿易額75億ドルのうち、輸出ではEU27

が世界全体の64％と圧倒的名シェアを占め、うちEU27域内への輸出が55％と大



－ 314 －

部分を占め、「他の国」への輸出が４％、EU近隣４国への輸出が２％、ASEAN10

＋3への輸出２％となっている。輸出では、EU27に次いでオーストラリア＋

ニュージーランドが世界貿易の25％のシェアを占め、うちASEAN10への６％、

中国への３％を含めASEAN10＋3へ９％、「他の国」へ８％、EU27へ２％、中南

米３国に２％、EU近隣４国に２％と世界中に輸出している。次いで「他の国」

の輸出の世界シェアが７％でうち「他の国」グループ内へ５％を輸出している。

アメリカ＋カナダのバターの輸出シェアは３％である。

　バターの貿易を輸入面からみると、2011年の世界全体のバター輸入の約６割

の59％をEU27が輸入し、うちEU域内から55％、オーストラリア＋ニュージーラ

ンドから２％を輸入している。次いで「他の国」が世界のバター貿易の19％を

輸入し、うちオーストラリア＋ニュージーランドから８％、「他の国」グルー

プ内から５％、EU27から４％を輸入している。次いでASEAN10＋3が世界のバター
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貿易額の12％を輸入しており、うちASEAN10が７％、中国が３％、日本と韓国

がそれぞれ１％を輸入している。そのほかEU近隣４国がバター貿易額の５％を、

EU27から２％、オーストラリア＋ニュージーランドから２％を輸入し、中南米

３国が３％をオーストラリア＋ニュージーランドから２％輸入している。

　世界のバター貿易の構造はチーズのそれと似ており、EUの域内貿易の比率が

高く、その他の輸出はオーストラリア＋ニュージーランド、アメリカ、「他の国」

などに限られているのに対し、輸入は広く世界中に広がっている。

　表4-3-5に、1999年から2011年にかけての世界のバター貿易額のシェアの増

減を示している。これを見ると、EU27が輸出入双方でシェアを大幅に下げて

いる。EU27のバター輸入額シェアの減少15％のうち域内から輸入シェアの減少

が12％、オーストラリア＋ニュージーランドからの輸入シェアの減少が３％と

なっている。EU27の輸出シェアの減少11％うちEU27域内への輸出シェアが12％

減少し、「他の国」および中南米３国への輸出がそれぞれ１％減少する一方、

EU近隣４国とASEAN10＋3への輸出はそれぞれ１％増加となっている。

　そのほか輸出ではオーストラリア＋ニュージーランドが世界シェアを４％上

げ、うちASEAN10への輸出シェアの増加３％、中国への輸出シェアの増加2％を

含めてASEAN10＋3への輸出シェアの増加が５％、「他の国」とEU近隣４国それ

ぞれへの輸出シェアの増加が１％であるが、EU27へは３％の減少となっている。

次いで「他の国」が輸出シェアを４％伸ばしており、これは主にグループ内の「他

の国」への輸出シェアの３％増加によるものである。アメリカ＋カナダも輸出

シェアを２％伸ばし、うち「他の国」へ１％、EU27へ１％の輸出シェアの増加
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となっている。

　バターの輸入の変化では、ASEAN10＋3が、ASEAN10の４％増加、中国の２％

増加、日本と韓国の１％増加をあわせて輸入シェアを７％伸ばし、うちオース

トラリア＋ニュウジーランドからの輸入シェアが５％増加となっている。「他

の国」の輸入シェア５％の増加は、グループ内からの輸入シェア３％増加、オー

ストラリア＋ニュウジーランドからとアメリカ＋カナダからのそれぞれ１％の

輸入シェアの増加によっている。

　1999年から2011年の間のバターの国際貿易の変化の特徴としては、EU27の貿

易シェアの大幅な低下と開発途上国の輸入シェアの拡大を、オーストラリア＋

ニュージーランドと「他の国」がカバーしたことである。

　(4) 粉乳、練乳等の乳調整品

　第４章第４節では粉乳、練乳等の乳調整品(HS分類0202類)の国際貿易マト

リックスに基づき、その特徴と変化を分析する。以下ではHS分類0402類の粉乳、

練乳等の乳調整品を、「粉乳等」と略称する。

　表4-4-1に1999年の粉乳等の国際貿易マトリックス、表4-4-2に1999年の世界

全体の粉乳等の貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。ま

た、表4-4-3に2011年の粉乳等の国際貿易マトリックス、表4-4-4に2011年の世

界全体の粉乳等貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。

　2011年の粉乳等の貿易額は194億ドルでHS分類04類の酪農品等の貿易額の

24.8％を占める。粉乳等の貿易額は1999年の63億ドルから2011年には194億ド
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ルへと3.1倍に増加した。これはこの間の食料品の増加倍率2.9倍、HS分類04類

の酪農品等全体の増加倍率2.8倍をかなり上回り、貿易総額の増加倍率3.2倍に

迫るものである。

　表4-4-4を見ると、2011年の粉乳等の貿易額194億ドルのうち、輸出ではEU27

が世界全体の粉乳等の貿易の44％を占めている。うちEU27域内貿易がその半

分弱の20％、「他の国」へ17％を輸出している。また、EU27は中国への３％、

ASEAN10への２％を含めASEAN10＋3へ６％を輸出している。EU27以外への輸出

先の大部分が開発途上地域であり、輸出のかなりの部分が補助金付きの食料援

助であることを伺わせる。EU27の世界輸入のシェアは20％であるが、そのほぼ

全てがEU27域内からの輸入である。粉乳等の貿易のEU27への集中度は輸出では

食料品全体の４割を上回るが、輸入では食料品全体のそれが同じく約4割であ

るのに対して、その半分の約２割となっている。
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　輸出では、EU27に次いでオーストラリア＋ニュージーランドが世界貿易の

31％のシェアを占め、中国への８％、ASEAN10への９％を含めASEAN10＋3へ

17％、「他の国」へ12％、中南米３国へ１％を輸出している。次いで「他の国」

が粉乳等の輸出で世界貿易額の11％を占めるが、そのうちのほぼすべて11％が

「他の国」グループ内の国への輸出である。次いでアメリカ＋カナダが世界の

粉乳等の輸出額の８％を占め、ASEAN10への３％を含めASEAN10＋3へ４％、中

南米３国へ３％、「他の国」へ１％を輸出している。

　輸入で見ると、「他の国」の粉乳等の輸入が世界全体の輸入額の43％と、ず

ば抜けているが、うち17％をEU27から、12％をオーストラリア＋ニュージーラ

ンドから、11％を「他の国」グループ内から輸入している。次いで、ASEAN10

の16％、中国の13％、韓国、日本のそれぞれ１％を含め、ASEAN10＋3が世界

貿易額の30％を輸入している。うちオーストラリア＋ニュージーランドから
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17％、EU27から６％、アメリカ＋カナダから４％、ASEAN10＋3グループ内から

２％を輸入している。EU27の世界シェア20％の輸入は、前述の通りほぼ全量が

EU27域内からの輸入である。また中南米３国が粉乳等の世界貿易額の５％を輸

入し、うちアメリカ＋カナダから３％、オーストラリア＋ニュージーランドか

ら１％の輸入となっている。

　以上のように、粉乳等の貿易の特徴は、輸出がEU27、オーストラリア＋ニュー

ジーランドに集中し、輸入が主として開発途上国とEU27域内貿易に限られてい

ることである。

　表4-4-5により、1999年から2011年にかけての世界の粉乳等の貿易額のシェ

アの増減を見ると、EU27の輸出シェアの減少20％、輸入シェアの減少14％、

ASEAN10＋3の輸入シェアの増加11％、オーストラリア＋ニュージーランドの

輸出シェアの増加10％が際立っている。EU27のシェアの減少はEU27域内貿易の

シェアの減少13％によるものである。牛乳は生乳の形では長距離輸送が困難

なため、粉乳等の加工品の形で輸出が行われるが、ASEAN10＋3や「他の国」な

どの開発途上国の旺盛な牛乳の需要の増大に対して、EU27は財政負担の削減に

より牛乳生産の拡大ができず、EU27域内貿易のみならず、域外への輸出シェア

を大幅に失い、代わって効率的な牛乳生産を展開するオーストラリア＋ニュー

ジーランドが粉乳等の輸出シェアを拡大したと考えられる。

　(5) ホエイ(乳清)

　ホエイは乳清ともいわれ、チーズ製造の副産物であるが、タンパク質に含量

が高く、乾燥して粉末にしたものが製菓製パン原料や育児用調製粉乳に配合さ

れる。第４章第５節ではホエイ(HS分類0204類)の国際貿易マトリックスに基づ

き、その特徴と変化を分析する。

　表4-5-1に1999年のホエイの国際貿易マトリックス、表4-5-2に1999年の世界

全体のホエイの貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。ま

た、表4-5-3に2011年のホエイの国際貿易マトリックス、表4-5-4に2011年の世

界全体のホエイ貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。

　2011年のホエイの貿易額は45億ドルでHS分類04類の酪農品等の貿易額の

5.8％を占める。ホエイの貿易額は1999年の11億ドルから2011年には45億ドル
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へと4.2倍に増加した。これはこの間の食料品の増加倍率2.9倍、HS分類04類の

酪農品等全体の増加倍率2.8倍、貿易総額の増加倍率3.2倍を大幅に上回ってい

る。

　表4-5-4を見ると、2011年のホエイの貿易額45億ドルのうち、輸出ではEU27

が世界全体のホエイ貿易の66％と約2/3を占めている。うちEU域内貿易が46％

で、そのほかASEAN10＋3へ世界貿易額のシェアで中国へ７％、ASEAN10へ６％、

韓国へ２％、日本へ１％、合計で15％を輸出している。このほか、EU27は「他

の国」へ世界シェアで３％を輸出している。EU27の世界輸入のシェアは46％で

あるがそのほぼ全ての45％をEU域内から輸入している。ホエイの貿易のEU27へ

の集中度は輸出では食料品全体の４割を大幅に上回り、輸入でもこれを上回り、

世界貿易の半分近くを域内貿易で輸入している。次いで輸出ではアメリカ＋カ

ナダがホエイの世界貿易のシェアで18％を占め、中国への４％、ASEAN10への
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３％を含めASEAN10＋3へ世界シェアで10％、中南米３国へ３％、「他の国」へ

２％を輸出している。EU27、アメリカ＋カナダに次いでオーストラリア＋ニュー

ジーランドが世界貿易のシェアで11％を輸出し、うちASEAN10＋3へ４％、アメ

リカ＋カナダへ６％を輸出している。「他の国」も世界シェアで４％を輸出し、

うちASEAN10＋3へ２％、「他の国」グループ内へ２％の輸出となっている。

　輸入では、EU27の46％に次いで、ASEAN10＋3が世界全体のホエイの輸入額

の31％を占め、うち中国の輸入が13％、ASEAN10＋3の輸入が12％、日本と韓国

の輸入がそれぞれ３％となっている。次いで「他の国」が８％を輸入し、うち

EU27から３％、アメリカ＋カナダから２％、「他の国」グループ内から２％を

輸入している。次いでアメリカ＋カナダが８％を輸入し、うちオーストラリア

＋ニュージーランドから６％、アメリカ＋カナダのグループ内から２％を輸入

している。中南米3国もホエイの世界貿易額の４％を輸入し、うち大部分の４％
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はアメリカ＋カナダからの輸入である。

　表4-5-5により、1999年から2011年にかけての世界の粉乳等の貿易額のシェ

アの増減を見ると、アメリカ＋カナダがホエイの世界貿易額のシェアで９％の

輸入シェアを失い、他方ASEAN10＋3が９％輸入シェアを拡大している。アメリ

カ＋カナダの輸入シェアの減少のうち６％はEUから、２％はアメリカ＋カナダ

のグループ内からの輸入シェアの減少である。ASEAN10＋3の９％の輸入シェア

の拡大は、日本の３％減少、中国の７％増加、ASEAN10の６％増加によるもの

であるが、輸入先別ではEUからの輸入シェアの増加４％、アメリカ＋カナダか

らの輸入シェアの増加３％となっている。

　輸出面から見るとEU27の輸出シェアの減少が４％、オーストラリア＋ニュー

ジーランドの輸出シェアの減少が３％に対し、「他の国」が輸出シェアを３％

伸ばし、アメリカ＋カナダも３％伸ばしている。

　ホエイの貿易構造の変化では、輸入でアメリカ＋カナダが大幅に輸入シェ

アを下げる一方、中国、ASEAN10が輸入シェアを伸ばしているのに対し、輸出

ではEU27とオーストラリア＋ニュージーランドが輸出シェアを下げ、「他の国」

がシェアを伸ばすという特徴がある。この背景には、経済成長により開発途上

国でホエイの需要が大幅に拡大しているのに対して、EU27やオーストラリア＋

ニュージーランドなどの伝統的な供給国がチーズの需給とも関連して、ホエイ

の増大する輸出需要に対応できなかったと考えられる。
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5．野菜類の国際貿易マトリックスの変化

　第５章では野菜類(HS分類07類)の国際貿易マトリックスに基づき、その特徴

と変化を分析する。表5-1に1999年の野菜類の国際貿易マトリックス、表5-2に

1999年の世界全体の野菜類貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示し

た。また、表5-3に2011年の野菜類の国際貿易マトリックス、表5-4に2011年の

世界全体の野菜類貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示している。

　2011年の野菜類の世界貿易額は599億ドルでBEC1類の食料品の貿易額に対し

て5.3％となる。野菜類の貿易額は1999年の222億ドルから2011年には599億ド

ルへと2.7倍に増加した。これはこの間の果実類の増加倍率と同じで、食料品

の増加倍率2.9倍を下回っている。

　表5-4を見ると、2011年の野菜類の貿易額599億ドルのうち、輸出ではEU27
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が世界全体の42％を占め、うちEU27域内貿易が大部分の36％、EU近隣4国への

輸出が3％、「他の国」へ2％を輸出している。輸出では、EU27に次いでASEAN10

＋3が世界の貿易額の17％を占め、うち中国が11％、ASEAN10が６％の輸出を担

い、これを日本へ３％、中国へ３％、ASEAN10へ３％とASEAN10＋3グループ内

へ10％を輸出し、「他の国」へ３％、EU27へ２％を輸出している。次いで「他

の国」が野菜類の世界貿易額の15％を輸出し、うちEU27へ６％、「他の国」グルー

プ内へ５％、EU近隣４国へ２％を輸出している。次いでアメリカ＋カナダが世

界の野菜類輸出の11％を担い、うちアメリカ＋カナダのグループ内へ５％、「他

の国」へ３％を輸出している。中南米３国も世界の野菜類貿易額の11％を輸出

し、その大部分の10％をアメリカ＋カナダに輸出している。

　輸入面からみると、2011年の世界の野菜類貿易の46％をEU27が輸入し、うち
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EU27域内から36％、「他の国」から６％を輸入している。次いでアメリカ＋カ

ナダが世界の野菜類貿易額の17％を輸入し、うち中南米３国から10％、アメリ

カ＋カナダのグループ内から５％を輸入している。その次に「他の国」が世界

の野菜類貿易額の15％を輸入しており、うち「他の国」グループ内から5％、

ASEAN10＋3から３％、アメリカ＋カナダから３％、EU27から２％を輸入してい

る。その次に、日本の４％、ASEAN10の４％、中国の４％、韓国の１％を含め、

ASEAN10＋3が野菜類の世界貿易額の13％を輸入し、中国からの６％、ASEAN10

からの４％を含め、ASEAN10＋3のグループ内から10％を輸入している。次いで

EU近隣４国が野菜類の世界貿易額の７％を輸入し、うちEU27から３％、「他の国」

から２％を輸入している。

　野菜類の国際貿易におけるEU27への集中度は、貿易全体の３割に比べればか

なり高く、食料品全体の約４割と比べてもやや高めである。他のグループも総

じてグループ内貿易、あるいはアメリカ＋カナダと中南米３国との貿易などの

ように近隣地域との貿易のウエイトが高いといえる。

　表5-5に、1999年から2011年にかけての世界の野菜類貿易額のシェアの増減

を示している。

　これを見ると、輸入面では、E27が世界の野菜類貿易でのシェアを８％下げ、

うち域内からの輸入シェアの減少が６％であるが、他の地域からの輸入シェア

も総じて下がっている。日本の輸入シェアが５％下がったため、中国の輸入シェ

ア２％増加、ASEAN10の１％の増加によっても相殺できず、ASEAN10＋3の輸入
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シェアが１％下がっている。他方、「他の国」が輸入シェアを５％上げており、

うち中国からの１％増加、ASEAN10からの１％増加を含め、ASEAN10＋3からの

輸入シェアが２％増加、グループ内の「他の国」からも世界の野菜類貿易の輸

入シェアを１％増やしている。また、EU近隣４国も輸入シェアを３％伸ばして

おり、「他の国」、グループ内のEU近隣４国、中国などからの輸入シェアが増加

している。

　輸出面では、EU27が輸出シェアを７％下げているが、うちEU27域内への輸出

シェアの減少が大部分の６％となっている。ASEAN10＋3が輸出シェアを４％伸

ばしているが、「他の国」への輸出シェアの２％増加、ASEAN10＋3グループ内

の中国への２％増加に対して、日本への輸出シェアが３％減少しているのが目

立っている。また、「他の国」が輸出シェアを３％伸ばしているが、EU近隣4国

への輸出シェアが１％増加、「他の国」グループ内への輸出シェアが１％増加

となっている。

　1999年から2000年の間に、EU27が域内貿易のみならず域外貿易でも支配的と

いうという野菜類の国際貿易構造に大きな変化はなかったが、輸入面でEU27と

日本が輸入シェアを下げる一方、「他の国」やEU近隣４国が輸入シェアを上げ、

輸出ではEU27がシェアを下げ、中国、ASEAN10などASEAN10＋3、および「他の国」

が輸出シェアを伸ばした点が特徴といえる。

６．果実類の国際貿易マトリックスの変化

　第６章では果実類(HS分類08類)の国際貿易マトリックスに基づき、その特

徴と変化を分析する。表6-1に1999年の果実類の国際貿易マトリックス、表6-2

に1999年の世界全体の果実類貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示

している。また、表の6-3に2011年の果実類の国際貿易マトリックス、表6-4に

2011年の世界全体の果実類貿易額に対する国・グループ間の貿易の比率を示し

ている。

　2011年の果実類の貿易額は925億ドルに達し、BEC分類1類の食料品の貿易額

に対して8.1％となる。果実類の貿易額は1999年の342億ドルから2011年には

925億ドルへと2.7倍に増加した。これはこの間の野菜類の増加倍率と同じで食
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料品の増加倍率2.9倍を下回っている。

　表6-4を見ると、2011年の果実類の貿易額925億ドル億ドルのうち、輸出では

「他の国」が世界全体の果実類の貿易額の33％を占め、EU27の輸出シェア26％

を大幅に上回っている。本稿で分析した品目のうちで、世界貿易額に占めるシェ

アでEU27がトップとならない品目は果実類のみである。これは「他の国」の多

くが熱帯、亜熱帯地域の開発途上国であり、果実類の貿易では熱帯果実のウ

エイトが高いことを反映している。「他の国」は世界の果実貿易額の33％と約

1/3を輸出し、15％をEU27域内へ、６％をアメリカ＋カナダへ、６％を「他の

国」グループ内へ輸出している。次いでEU27が世界全体の果実貿易額の26％を

輸出し、うちEU27域内貿易がその大部分の22％で、近隣４国への輸出が３％で

ある。「他の国」、EU27に次いでアメリカ＋カナダが世界の果実類貿易額の12％

のシェアを占め、うち中国への２％を含めASEAN10＋3へ４％、EU27へ３％、ア



－ 328 －

メリカ＋カナダグループ内へ３％を輸出している。次いで中南米３国が世界

シェア12％をアメリカ＋カナダへ６％、EU27へ３％輸出している。ASEAN10＋3

はASEAN10からの７％、中国からの３％を含め世界貿易シェアで10％を輸出し、

うち中国への２％を、ASEAN10への２％、日本への１％含めASEAN10＋3内へ６％

を輸出している。

　輸入面からみると、2011年の世界の果実類貿易額の46％をEU27が輸入し、う

ちEU27域内から22％、「他の国」から15％、アメリカ＋カナダから３％、中南

米３国から３％、EU近隣４国から２％を輸入している。次いでアメリカ＋カナ

ダが世界の果実類貿易額の16％を輸入し、うち中南米３国から６％、「他の国」

から６％、アメリカ＋カナダのグループ内から３％を輸入している。ASEAN10

＋3は世界の果実類の貿易額の14％を、中国が６％、ASEAN10が３％、日本が３％

を輸入し、うちASEAN10＋3内から６％、アメリカ＋カナダから４％、「他の国」
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から２％輸入している。「他の国」は世界の果実類輸入額の13％を輸入し、う

ち「他の国」グループ内から６％、ASEAN10＋3から２％、EU27から１％、アメ

リカ＋カナダから１％輸入している。EU近隣４国も世界シェアで９％を「他の

国」から４％、EU27から３％を輸入している。

　果実類の国際貿易では、輸出で「他の国」が33％のシェアを占め、EU27の

26％を上回って、世界の広範な地域へ熱帯果実類を輸出しているという特徴が

ある。このため、果実の貿易におけるEU27への集中度は、輸出面では26％と貿

易総額の集中度の約３割より低くなっている。しかし、輸入面ではEU27の輸入

シェアは46％とかなり高く、貿易総額の約３割、食料品の４割をも大幅に上回っ

ている。

　表6-5に、1999年から2011年にかけての世界の果実類貿易額のシェアの増減

を示している。

　これを見ると、果実類の輸入では、199年から2011年の間に、EU27が世界の

果実貿易輸入でのシェアを10％下げ、うち域内から輸入シェアの減少が５％、

「他の国」からの輸入シェアの減少が４％となっている。日本は輸入シェアを

３％下げているが、中国の３％増加、ASEAN10の２％増加が相殺し、ASEAN10＋

3全体では輸入シェアが２％増加している。他方、EU近隣4国が５％輸入シェア

を上げ、うち「他の国」からの輸入が2％増加、EUからの輸入が１％増加となっ

ている。また「他の国」も4％輸入シェアを上げ、うち「他の国」グループ内

からの輸入シェアが２％増加、ASEAN10＋3からの輸入シェアが１％増加となっ

ている。
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　輸出シェアの増減で見ると、ASEAN10＋3は輸出シェアを４％あげ、うち

ASEAN10が３％増加、中国が１％増加であり、輸出先としてはASEAN10＋3内、「他

の国」それぞれへの輸出シェアの増加が１％などとなっている。中南米３国も

輸出シェアを３％増やしている。他方EU27が輸出シェアを３％下げ、うちEU域

内への輸出シェアが５％減少で、EU近隣４国や「他の国」へ輸出シェアはそれ

ぞれ１％増加である。「他の国」も輸出シェアを３％下げており、うちEU27へ

の輸出シェア４％減少、アメリカ＋カナダへ輸出シェア３％減少、一方EU近隣

４国への輸出シェア２％増加、「他の国」グループ内への輸出シェア2％増加と

先進国への輸出シェアが減少し、開発途上地域等への輸出シェアが増加してい

る。

　1999年から2000年の間の果実類の貿易の変化では、輸入ではEU27、アメリカ

＋カナダ、日本など主要先進国が輸入シェアを下げ、EU近隣４国、「他の国」、

中国、ASEAN10など輸入シェアを上げ、他方、輸出ではASEAN10、中南米３国が

輸出シェアを上げた点が特徴である。

おわりに　－まとめと残された課題―

　本稿では、国連商品貿易データベースUNcomtradeを利用して、貿易総額、

BEC分類1類食料品、畜産物9品目、野菜類、果実類について、1999年と2011年

の国際貿易マトリックスを作成し、これを基に、世界の食料貿易構造の特徴と

変化を分析した。

　分析結果の要点は下のとおりである。

(1)世界の2011年の貿易総額17.7兆ドルの貿易シェアで見ると、EU27が輸出入

とも３割強、ASEAN10＋3が輸出入とも３割弱、「他の国」（開発途上国が大

部分を占める）が輸出20％、輸入15％、アメリカ＋カナダが輸出11％、輸

入15％、EU近隣４国が輸出6％、輸入５％、中南米3国は輸出入とも3％、オー

ストラリア＋ニュージーランドは輸出入とも２％で、先進地域は輸入超過

でシェアを下げ、他の地域は輸出超過でシェアを上げている。域内あるい

はグループ内貿易のシェアがEUは20％、ASEAN＋3は13％と高くなっている。

(2)BEC分類１類の食料品（食料及び飲料）の貿易は、1999年から2011年にか
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けて2.9倍となり、世界貿易額総額の3.2倍より増加倍率は小さいが、この

間の名目GDPの増加倍率2.2倍を大幅に上回る高い増加倍率である。HS分類

02類の肉類は2.8倍、04類の酪農品等は2.9倍、07類の野菜類は2.7倍、08

類の果実類は2.7倍とBEC分類1類の食料及び飲料全体の増加倍率3.0倍より

わずかながら下回るものの世界の名目GDPの増加倍率2.2倍をかなり大幅に

上回る高い増加倍率で増加した。

(3)食料品貿易はEU27への集中度が2011年には約４割で、うちEU27域内貿易が

３割と、貿易総額のEU27への集中度３割強、うち域内貿易２割に対して、

きわめて高くなっている。また、2011年にASEAN10＋3の食料品の輸入シェ

アは約２割でEU27に次ぎ、食料品輸出シェアは約15％でEU27、「他の国」

に次いでいるが、貿易総額でのシェアの約３割を下回る。「他の国」は食

料品貿易のシェアは輸出で22％、輸入で17％であり、いずれも貿易総額の

シェアを上回る。

 　　1999年から2011年の間に、食料品貿易では、EU27、アメリカ＋カナダの

先進国の輸入シェアが減少しているのに対して、ASEAN10、中南米３国の

輸出シェアが拡大している。

(4)肉類の貿易額は、1999年の381億ドルから2011年には1,067億ドルへと2.8

倍と、この間の食料品全体の倍率2.9倍をわずかに下回る倍率で増加した。

肉類の貿易額の食料品全体（BEC1類）の貿易額に占める比率は1999年の

9.7％から2011年の9.4％へと下がっている。

(5)牛肉貿易では、輸出では、アメリカ＋カナダが牛肉輸出シェアを下げ、代

わって、主に開発途上国からなる「他の国」がシェアを大幅に伸ばしてい

る。他方、牛肉の輸入では、日本がアメリカの狂牛病の発生に伴い牛肉輸

入シェアを大幅に縮小している、一方「他の国」がシェアを伸ばしている。

(6)豚肉貿易では、世界の豚肉貿易が大幅に拡大する中で、日本の豚肉の輸入

が停滞したことによって、1999年から2011年の間にシェアを大幅に下げて

いる。

(7)家禽肉貿易では、「他の国」（ブラジル）が輸出市場シェアを14％から34％

へと大幅に伸ばす一方、アメリ＋カナダ、中国、ASEAN10＋3、EU27が輸出

シェアを失い、輸入面では「他の国」が大幅に輸入シェアを伸ばしている。
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(8)羊肉・山羊肉貿易では、EU27が域内貿易シェアの縮小により、輸出入両面

で世界貿易におけるシェアを大幅に下げたことが際立っており、そのほか

輸入面では、中国、アメリカ＋カナダ、「他の国」が輸入シェアを伸ばし、

輸出面ではオーストラリア＋ニュージーランドがEU27への輸出シェアを下

げ、他のグループへの輸出シェアを伸ばしている。

(9)チーズ貿易では、EU27が域内貿易のみならず、域外貿易でも支配的という

という貿易構造には大きな変化はなかったが、輸入面でEU27とアメリカ＋

カナダが輸入シェアを下げる一方、EU近隣４国や「他の国」が輸入シェア

を上げ、輸出ではオーストラリア＋ニュージーランドがシェアを下げ、「他

の国」がシェアを伸ばしている。

(10)バターの貿易の変化では、EUの貿易シェアの大幅な低下と開発途上国の輸

入シェアの拡大をオーストラリア＋ニュウジーランドと「他の国」がカバー

した。

(11)粉乳等の貿易では、EU27が域内貿易のみならず、域外への輸出シェアを大

幅に失い、代わって効率的な牛乳生産を展開するオーストラリア＋ニュー

ジーランドが輸出シェアを拡大した。

(12)ホエイの貿易では、ホエイの需要が開発途上国で大幅に拡大しているのに

対して、EU27やオーストラリア＋ニュージーランドなど伝統的な供給国が、

ホエイの増大する輸出需要に対応できず、輸出シェアを下げ、代わって「他

の国」が輸出シェアを伸ばしている。

(13)野菜類の貿易では、EU27が域内貿易のみならず、域外貿易でも支配的とい

うという構造に大きな変化はなかったが、輸入面でEU27とアメリカ＋カナ

ダが輸入シェアを下げる一方、EU近隣４国や「他の国」が輸入シェアを上げ、

輸出面ではEU27がシェアを下げ、中国、ASEAN10などASEAN10＋3および「他

の国」が輸出シェアを伸ばしている。

(14)果実類の貿易では、輸入ではEU27、アメリカ＋カナダ、日本など主要先進

国が輸入シェアを下げ、EU近隣4国、「他の国」、中国、ASEAN10など開発途

上国が輸入シェアを上げた。他方、輸出ではASEAN10、中南米３国が輸出シェ

アを上げている。

　以上のように、本稿ではUNcomtradeのデータを利用して畜産物、野菜類、果
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実類の国際貿易マトリックスを作成し、これに基づいてこれら品目の貿易構造

の特徴と変化の考察を行った。

　24年度の報告（大賀〔1〕）で分析したように、食料品の貿易では加工食品の

比重が増し、すでに食料品貿易の４割を超えるまでになっている。加工食品の

貿易はその原料としての農産物の貿易と深く関連しているため、その貿易構造

の分析は加工食品以外の食料品と関連させて分析する必要である。UNcomtrade

では、BEC分類で食料品を原料と加工品に分け、そのそれぞれを最終消費用と

産業用にと４つのカテゴリーに分類した貿易統計を公表している。

　この分野では、金田〔5〕、金田〔6〕がBEC分類を集計した食料品の国際貿易

マトリックスに基づいて分析をし、木南ら〔7〕、下渡ら〔8〕、本間〔9〕も異なっ

た方法で研究成果を発表している。これらの研究成果踏まえ、さらに深めた研

究をすること今後の課題である。

　今回の国際貿易マトリックスの作成の経験を踏まえて、食料品について、国

際貿易投資研究所が中断せざるを得なかった「国際貿易マトリックス」を、そ

の精密さと迅速性は多少犠牲にせざるを得ないとしても、今後とも継続して作

成し、分析することは、食料品の貿易構造の分析に不可欠であり、引き続いた

課題としたい。

　最後になるが、本稿における国際貿易マトリックスの作成という膨大な作業

の大部分は中山里美氏を煩わせた。記して深く感謝の意を表したい。

注

１）国際貿易投資研究所のよる国際貿易マトリックスの作成は、政府の支援がなくなっ

たため、2008年表(報告書の2009年版)を最後に打ち切られた。作成が開始された

1999年表から2008年までの毎年のマトリックスは、各年の出版物のほか、電子媒体

で全年次の表が１枚のCDに入れられて提供されている。

２）UNcomtradeのデータは、研究者が個人的に利用する分量であれば、インターネット

でデータベースにアクセスすれば無料でダウンロードすることができる。

３）24年度の報告（大賀[1]）では、「その他食料品」を分り易くするため、「畜産物、野菜、

果実等」という用語を使い、この分類に含まれる主な品目を示している。

４）輸入額をベースとする理由は、税関への輸出入の申告において、輸入は関税徴収そ

の他の規制に関わって輸出よりも正確に把握されていると考えられるからである。

多くの国際貿易マトリックスは基本的に輸入をベースとし、データの不備等を補う
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ため等に輸出を部分的に利用している。

５）「ITI財別国際貿易マトリックス」（国際貿易投資研究所、〔２〕）の2009年版は53カ国・

グループの貿易統計の輸入をベースに作成されている。使用された貿易統計は53カ

国であるが、その貿易相手国との貿易（輸入額が基本だが部分的には輸出額も含めて）

を基に、53か国以外の国々の貿易額を間接的に把握、推計している。

６）HS分類とBEC分類の対応表はHSの６桁の細分類について対応するBEC4桁分類が示さ

れ、UNcomtradeのホームページからダウンロードできるが、HS分類01類から24類ま

でだけでも膨大であり、本稿では表示できない。

７）この節は、2012年度の報告（大賀〔1〕）における貿易総額の国際貿易マトリックス

のデータをUNcomtradeの2009年と2011年に変更し、国のグループにEU近隣４国を新

設することに伴い、分析をアップデートしたものである。

８）新しい貿易総額の国際貿易マトリックスに対応する1999年のITIの国際貿易マトリッ

クスの集計結果表の数値に大きな差はなかった。台湾のような国連非加盟国データ

の欠落の問題を除けば、「ITI財別国際貿易マトリックス」のように53カ国もの貿易

データを独自に収集しなくても、UNcomtradeを基に国際貿易間トリックを作成でき

ることを検証できた。

９）この節での国際貿易マトリックスの食料品の範囲は、BEC分類1類の食料及び飲料で

あり、油糧種子、油脂等を含むが、非食用の農畜水産物は含まず、24年度の報告(大

賀〔1〕)におけるHS分類01類から11類までと16類から24類までの合計としての食料

品１、あるいはHS分類01類から24類までの合計としての食料品２とは異なっている。
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