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2017年を振り返って

司会　本日はご多忙のところご参集いただき
まして、ありがとうございます。この座談会
は毎年「食品産業の展望と課題」というテー
マで、前の年を振り返っていただき、それか
ら新年を見通して、食品産業を取巻く課題と
展望を中心にお話しをいただこうというもの
です。ただ、様々なテーマがそれぞれ関連し
ており、区切りが非常に難しいところがあり
ますので、その辺りの区切りについてはあま
りこだわらずに臨機応変に進めさせていただ
ければと思います。
まず、2017年の世界経済については、順調
に回復してきたと思います。IMFの10月の見
通しでは、世界全体で3.6％の成長というこ
とです。アメリカのトランプ政権の行政処理
能力に若干疑問符がついた時期がありました
が、その後また盛り返してきているようで、
アメリカの景気も２％強で順調ですし、EU
も回復してきています。それぞれの中央銀行
がいわゆる量的緩和をやめ、出口戦略に入っ
ている状況だと思います。それから中国が心
配されたような大きな景気減速をしなかった
というところが全体を支えているという感じ
がいたします。
日本も、先般出ました景気の数字は、７～
９月で年率1.4％といっており、７四半期連
続プラスということで、緩やかながら成長を
続けている感じでございます。全般的に各社
の業績などを見ると順調なのかなと思います。
それから消費者物価指数で一般品と食品を比
べますと、大体食品のほうが少しパーセン
テージが上で推移しているところでございま
す。この９月、10月について、天候とか、い
ろいろな要因はありましたし、それから消費
の力強さがまだ十分見られないというのはあ
りますが、鉱工業生産指数、あるいは景気判

断などを見ても、全般的には食品業界のほう
が少し良いという感じはしております。
国際的には日本は日－EU	EPAも７月の上

旬に大筋合意をし、その後年末に一部を除き
合意に達しましたし、それからTPP11も11月
にベトナムで閣僚レベルで、継続協議の部分
もありましたが、大枠合意が確認されました。
その両方をみると、トランプ政権が内向きに
なっている中で、日本政府が着実に貿易自由
化を推進しているという感じがします。
それから衆議院選挙があって、与党が勝利

したことがあります。選挙中にも言われてお
りました政策の方向として、柱が幾つか立っ
ておりますが、生産性革命という柱がありま
した。特に食品産業については業種の特性も
ありますけれども、一般的に生産性が低いと
いうことが指摘されています。また「働き方
革命」も柱とされています。この両方をどう
バランスさせるのかという問題があります。
それから「人づくり革命」ということも言わ
れております。
このような状況の中で、まず、各社のここ

１年の業績と、それから食品産業全体につい
ての状況を振り返っていただいて、その後、
そういう中で政府がどういう政策を立ててき
て、これから立てようとしているかというよ

当センター　村上理事長
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うなところを井上局長からご説明していただ
いて、その中から各項目に入っていきたいと
思います。
まず、西尾社長からお願いします。
西尾　いま理事長からお話がありましたよう
に、米国、欧州は順調に回復基調にあると
思っています。日本も７四半期連続でGDP
が前期を上回るということですが、中身を見

ると、輸出と、一部の設備投資が牽引をして、
中核である個人消費自体はあまり振るわない
といいますか、そのような状況が続いている
と思っております。
雇用者の増加も、非正規が大多数というこ
となので、給与の上昇率から見ても、上がっ
てはいますけれども、非常に低調であると
思っています。株価等も上がっていますので、
金融資産自体は増加をしているという感じが
ありますが、特に食品に対する消費というこ
とから言うと、少し実体が伴っていないので
はないかというのが、恐らく市場関係者の実
感ではないかと感じます。
特に今年は夏の長雨があったり、10月に台
風が上陸したりという天候不良もあって、下
半期に入って消費が少し鈍化しているのでは
ないかと感じております。
酪農・乳業界の状況をもう少しお話ししま
すと、今年一番大きいのは、生乳取引につい
ての多様化の流れが進み、改正畜安法が成立
をして、2018年春から指定団体を通さない取
引についても補給金が交付されるということ
です。酪農・乳業界にとっては非常に大きな
転換点だと思っております。
乳業メーカーとしては、どのような制度に
なっても安定的に商品を消費者に供給するこ
とと、生乳の需給調整の一翼を担うという部
分が非常に大事なところです。新しい制度の
中で乳業メーカーとしても、どうやったらお
客様に安定的に商品を届けられるかというこ

とに、改めて2018年度から注力をしていかな
いといけないと思います。
もう１つ酪業・乳業界にとって大きいこと

は、生乳生産基盤の弱体化に歯どめがかから
ないことです。長年言われてきましたが、酪
農家の戸数もいまはもう約16,000戸、飼養頭
数も約132万頭まで減少しており、国内の生
乳生産量は毎年減少傾向にあります。これに
ついては、政府も畜産クラスター事業で酪農
経営の効率化や、生産性のアップを支援して
おりますが、これは酪農・乳業界の根幹に関
わるテーマであり、今後の課題だと思います。
司会　久野社長、お願いします。
久野　全体の景況観とか、そのあたりはいま
お話の通りだと思っております。そのような
状況の中で、私どもの植物油関係、特に国内
にある程度フォーカスしてお話をさせていた
だきますと、もちろん中・長期では人口の減
少という中で、そこのパイが縮小するという
ことはあるでしょうけれども、実は足元で起
きている現象は意外に数字が増えている、あ
る意味で成長と成熟が両方重なってきている
ということだろうと受け止めております。
特に国内の油という意味では、2010年、

2011年は250万トン程度の消費でしたが、農

雪印メグミルク株式会社
西尾社長
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林水産省の統計によりますと、2016年は270
万トン前半ということで、この間で20万トン
程度増えている状況であり、2017年も概ね同
様の動きと捉えています。
食の外部化を背景とする中食・外食といっ
た業務用用途が堅調であり、またこれと関連
しての加工用の需要が2011年以降着実に増加
しています。家庭用については、中食等への
シフトが起きていますが、2015年以降、健康
視点で油脂が見直され需要が戻ってきていま
す。今までの炒める揚げるといった用途以外
に掛けて召し上がるという用途が広がってお
り、この流れが継続しています。健康を意識
して積極的に油を摂られる、そのような流れ
だろうと思いますが、足元堅調に推移してい
ます。
司会　少し西尾社長のところに戻りますが、
国内の原料乳供給に係る問題はありますけれ
ども、乳製品の市場は同じように伸びている
ようですね。
西尾　そうですね。おかげさまで国内市場に
おける乳製品の需要というのは非常に底堅
いものがあると考えています。特にチーズ、
ヨーグルト、アイスクリームは、それぞれ
2016年度は市場規模として過去最高を更新し
て拡大をしているかと思います。そして、こ
の底流にあるのは、非常に根強い健康志向と
いうとことだと思います。
「株式会社日本能率協会総合研究所」が
行っている「健康ニーズ調査2017」において
は、「健康のために気を付けて摂っている食
品は何ですか」という質問に対して、直近で
は１位は納豆ですが、２位にヨーグルト、そ
れから３位に牛乳が入ってきています。それ
から少し飛んで６位にはチーズが入っていま
す。この高齢化社会で、健康志向が非常に強
い中、ベスト10に３つのカテゴリーが入って

いることからみても、消費者の皆さんの乳製
品に対する健康機能への期待というのは大き
いものがあると思っております。
司会　以上のような国内経済なり、食品産業
の状況、それから乳業界、食物油関係の状況
ですが、局長から、2017年の動きなり、今後
の考え方なりをお話いただければと思います。
井上　今年の国内経済の状況や食品産業をめ
ぐる状況については、すでに皆様がお話され
たとおりですので、私からはもう少し長いス
パンを振り返りつつお話をさせていただき
ます。（※）
来年は明治150周年という節目の年ですが、

戦後から振り返ってみると、我が国において、
食が果たしてきた役割は非常に大きく、戦後
しばらくの間、日本人の平均寿命が50歳ぐら
いだったのが、いまは80歳を超えている。平
均寿命が６割も伸びているというのは、これ
はまさに衣食住の食が果たしてきた役割がす
ごく大きくて、国民の求めに呼応するように
食品産業の産出額も増えてきた、まさに国を
支える産業だというふうに見ています。
この間の食をめぐるトピックスを見てみる

と「世界」という言葉が結構出ていました。

農林水産省
井上食料産業局長

※参考資料については、本誌23～38頁をご覧下さい。
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昭和33年の「世界初の即席麺発売」とか、昭
和43年の「世界初の市販用レトルト食品発
売」とか、世界に向けて冠たる製品を生み出
してきたという、人類への貢献ともいえるイ
ノベーションが生まれていました。
その後、日本発の「世界初」とか、そうい
うものが私が見る限り残念ながらあまりな
かった。ところが、最近、また和食がユネス
コの無形文化遺産へ登録されるとか、ミラノ
博とか、日本の食が世界とつながることが多
くなってきたと思っております。かつては
「日本一」がイコール「世界一」だった時代
もありましたが、再びそれを目指していくべ
き、世界の中に日本の更なるの活躍の場を求
めていくことが必要だと思っています。
人口の話ですが、仮にこのままの出生率、
死亡率で推移した場合、戦後の出生率が4.5
を超えていたのが今は1.4台ですから、この
ままでいけばどんどん減っていくのは間違い
ない。また、生産年齢人口がどんどん減って
いって、高齢者の数は増えていった後、しば
らく横ばいになるでしょう。
そうした中で、食料産業局としていま一番
問題意識を持っているのが、食品流通の情勢
変化にいかに対応していくかという問題です。
昭和50年代の農林水産物の国内生産は12.3兆
円で、輸入した農林水産物1.2兆円と合わせ
て、さまざまな経路で付加価値をつけられて、
最終的に50兆円ぐらいになっていました。
ところが、平成20年代になると、国内生産
は9.2兆円と減少している一方で、最終的な
飲食料品の国内消費額としては76.3兆円に増
加しています。
ここでのポイントとしては、国内消費者に
生鮮品で渡っていた割合が、昭和50年代では
３割近くだったのが、平成20年代では16.3%
と、比率として半分になっています。少子高
齢化や共働き世帯の増加などの家庭事情を考

えると、こういう動きというのは今後さらに
進んでいくんだろうということで、いまわれ
われの一番の問題意識は、変わる消費構造、
そして流通構造に制度や規制、そうしたもの
を時代にあわせて見直していく必要があると
いうことです。
また、もう１つの問題意識としては、特に

食品産業について、国内農産物の用途別仕向
割合は、食品産業が７割を占めておりまして、
国内の農林水産業にとっても非常に大事な仕
向先であり、こうした食品産業に元気になっ
ていただかないと、農業自体も将来展望が描
きにくいという認識です。
さらに、食品製造業が各都道府県の製造業

の従業員数に占める割合が１位か２位となっ
ているところは42都道府県にも上り、ほとん
どの県でこの食品製造業が雇用の大きな受け
皿となっています。食品製造業は、地域の活
性化にも欠かせない産業です。
ただし、課題もあります。現在、人手不足

が深刻な状況になっています。いままでは地
域の雇用の吸収先として大きな役割を担って
いただいてきたという話をしていましたが、
これからはどうやって人を集めていくかとい
うことがむしろ大事になってくると思ってい

日清オイリオグループ株式会社
久野社長
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ます。
一つの調査結果について申し上げると、食
品産業と他産業（全産業、製造業、輸送用機
械器具製造業、電気機械器具製造業等）につ
いて、企業数、常時従業者数、売上高、付加
価値額を比較した資料がございます。食品製
造業は企業数で言うと、輸送用機械器具製造
業より多い。つまり会社数ではすごく多い。
また、常時従業者数にしてみても、これは自
動車産業よりも下ですが、占める割合は4.2％
と多いです。
ところが売上高にしてみると、輸送用機械
が10％となっている一方で、食品製造業は
３％。そして付加価値額で見ても、輸送用機
械で11%、食品製造業で3.1％となっています。
人はいるし、会社の数も多いけれども、残念
ながら付加価値、つまり生産性がほかの産業
と比べると低く、６割～７割と言われています。
こういう一人当たりの付加価値がほかと比
べて大きくないということがどういうことを
意味するかというと、給料がなかなか出せな
い、人が集めにくいということにつながるの
ではないかということで、生産性の向上が非
常に大事ではないかという問題意識があり
ます。
食料品製造業の欠員率から見てみますと、
全体の産業が欠員率1.2％のときに、食料品
製造業はその倍の2.5％欠員だということで
すから、人集めに大変苦労していることが分
かります。
こうした中、政府では最低賃金の引き上げ
に取組んでおりまして、近年は、毎年引き上
げをお願いしております。最低賃金を上げる
と人件費が上がるということになると思いま
すが、こういう動きが全体として進んでいる
中で、これまでのように人海戦術などに頼っ
たような製造とか、低い付加価値で勝負をし
ていって、この先持続的にやっていけるで

しょうかという問題提起があります。
すでに、生産性向上に取組まれている企業

も多いと思いますが、AIとか、ロボットとか、
ICTとか、こうした技術の導入を進めていく
必要があるのではないでしょうか。
次に小売業の話になります。小売業の業態

別における食品の市場規模の推移をみてみま
すと、コンビニが引き続き売上を伸ばしてい
ますが、近年はやはり電子商取引といいます
か、情報通信技術を使った取引が増えていま
す。それにもかかわらず、事業所数でみた場
合、総合スーパーや食品スーパーは減少傾向
にあるものの、減少幅は小さくて、依然とし
て相当数が存在しています。過当な競争と
言ってもよいと思われる状況の中で、厳しい
価格競争に走っている部分もあるのではない
かという問題意識を持っております。
そうした問題意識の中、こちらの「農業競

争力強化支援法　活用ガイドブック」にポイ
ントを紹介しておりますが、農業が頑張るだ
けでは農業の持続可能性を確保していくとい
うのはなかなか難しい中で、生産資材や流
通・加工のほうも合理化をしていただく、そ
ういう取組を応援するということを開始して
おります。この農業競争力強化支援法におい
ては、食品の製造業、卸売業、小売業の皆様
方が、合併等の事業再編をされる際に、日本
の農家との取引を増やすとか、安定調達をし
ますとかを加えていただいて、その計画を認
定させていただくと、登録免許税の軽減措置
のほか、産業競争力強化法にはない、減価償
却の特例とか、税制上の優遇措置等を行わせ
ていただくこととしております。
この法律は８月から施行されましたが、も

うすでに認定実績も出ております。
来年については、事業再編のみならず「働

き方改革」や「生産性革命」を政府全体とし
て推進している中、食料産業局に食品産業戦
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略会議という検討組織を設けて、有識者の
方々からもいろいろお話を聞きつつ検討を
行っており、そこで一定の方向付けをし、生
産性の向上につながる施策を来年いろいろ
やっていきたいと思っているところです。

生産性の向上と付加価値の付与、　　
そして働き方改革とのバランスと

司会　いまのお話で、全体的な食品産業の特
性とか、他産業との比較とか、非常にわかり
やすく説明していただいて、今後の変化の要
素というものについても明確に示していただ
いたと思います。
その中で、生産性が低いという問題につい
ては、業種の特性ということもあると思いま
す。高額の自動車と、単価の小さい食品とで
は少し違うかなという感じがします。付加価
値、利益率は低いけれども安定しているとい
うところがあるのかと思います。
いずれにしても、政府全体としても、生産
性向上に取組もうということですので、人手
不足を踏まえ、省力化のためAIやIoTをどう
活用していくのかが問われていると思います。
他方で「働き方改革」への対応があります。
この中には労働規制の緩和という問題も含ん
でおります。
これらの問題について、各社、これまで取
組まれてきたこと、これから取組まれること
についてお聞かせいただければと思います。
西尾　食品産業にとっても付加価値をどうつ
けていくかは、本当に長期的な課題だと思っ
ております。そういう意味では、機能性表示
食品制度がスタートして、乳・乳酸菌の持つ
健康機能ということをしっかりとした科学的
なエビデンスをベースに表示ができる、訴求
ができるということは、乳業界にとっても大
きな転換点になったのではないかと思ってお
ります。

私どもも実際、「ガセリ菌SP株」が内臓脂
肪を減らすということを、直接パッケージに
表示をして訴求しています。「MBP®（Milk	
Basic	Protein）」が、骨の形成を促進すると
いうこともそうですが、いろいろな形で活用
し商品の付加価値を高めていくためには、ま
ずはその商品開発が重要になると思ってい
ます。
工場においては、省人化への投資や、AI

の活用といったことを通じて生産性を上げて
いく必要があります。また、間接業務におい
ても、ペーパーレスやテレビ会議、在宅勤務
といった新しい仕組みを入れながら、全体と
して生産性を上げていく活動が必要だと思っ
ています。
私どもも長時間労働の是正に取組んできま

したが、この３年で20％の時間外労働の削減
を全社として達成しました。社員のモチベー
ション向上ということで、減らした分の労務
費の半分は従業員にお返しをして、残りの半
分はいろいろな省人化投資や、人材育成に向
けるという施策を、いま進めているところです。
司会　久野社長、いかがでしょうか。
久野　付加価値化のところについては、先ほ
ど油のところで申し上げましたが、私どもは、
国内では、概ね直接的に家庭用の市場にアク
セスしているものが大体25～26％ぐらいだと
思っております。それ以外につきましては、
業務用であったりとか、加工用であったりと
か、どちらかというと間接的にマーケットに
アクセスをしている、そういった業態になっ
ております。
そういう意味で、本来的には、直接的に

マーケットとアクセスをする部分の付加価値
化というのも１つあろうかと思いますが、か
なりの部分が間接的にということになります
ので、いかにそちらの付加価値を上げていく
のか。結果的にわれわれのお客様を通じて、
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さらにその先のお一人一人の消費者の皆様に
付加価値という形で伝わっているということ
で、お役に立つことができると考えております。
そのような中で、１つにはソリューション
をどう上げていくのかということだと思いま
す。お客様と接点を増やしていくことと、実
際に課題を解決していく上でのコミュニケー
ションをどう強化していくか、あるいは商品
という形で実際にお届けするために生産技術
にどう落とし込んでいけるか、そのようなこ
とをいままで以上に強化していくことです。
もう１つは、直接的にマーケットにアクセ
スする部分ということで、ここは大きなキー
ワードはやはり「健康訴求」ということだと
思いますので、油のさまざまな機能のあり方
を、特定の年代ということではなくて、各ラ
イフステージの健康とか、エネルギーといっ
たところに貢献をしていくということで商品
開発を進めております。
先ほども申し上げましたが、油に対する期
待値が比較的高くなり、健康価値が高くなっ
てきているという状況がありますので、商品
開発からサービスまで、できるだけ幅広く取
組むことが重要かと思っております。
生産性ということで申し上げますと、植物
油関係は、原材料を輸入し加工しお客様にお
届けするといった業態であり、かなり川上型
に位置し、もともと原価率が高い実情があり
ます。一方では、生産効率という意味で言い
ますと、比較的省人化といいますか、装置産
業の最たるものですので、そういう意味での
体制は歴史的にできていると思います。とは
いえ、先ほどのソリューションを高めていく
という中では、やはり一層の人手が必要とな
ると思いますので、それに向けていまようや
く手を付け始めた段階かと思っております。

労働力の確保に関しては

司会　労働力不足については、現状や対応状
況、あるいは政府に対する要望とかありまし
たらお願いします。
西尾　１つは、酪農現場における後継者不足、
離農という大きな問題に対し、いま政府の事
業として予算685億円規模の、先ほど申し上
げた畜産クラスター事業が実施されています。
ここでは、酪農現場の生産性を上げるために、
これまで人手に頼っていたものを、自動給餌
機や、搾乳ロボットを導入し、地域ぐるみの
酪農現場の生産性の向上、ひいては「働き方
改革」の推進につながっており、非常に機能
していると思っています。今後も、継続して
このような対策を続けていただきたいと思っ
ております。
付加価値という面では、酪農生産者、乳業

者、牛乳販売店、いわゆるサプライチェーン
が一緒になってつくっている、Jミルクとい
う組織があります。このJミルクが事務局を
担っている「乳の学術連合」では、大学の先
生や、科学者の方々、約200名が乳に関する
機能性の研究を行い、またエビデンスを蓄積
しています。Jミルクが中心となり業界全体
で乳の付加価値を上げ、それを普及していく
という活動をしております。こういった取組
も、付加価値を上げていくという部分では、
業界全体として取組むということで、非常に
大きな効果が出ているのではないかと思い
ます。
おかげさまで、乳に関しては、牛乳や、

チーズなど、メディアで今年度はかなり取上
げていただいており、消費拡大に貢献をして
いると思っているところです。
久野　私どもは油を国内で安定的に供給する
という意味では、搾油というのは欠かせない
生産の部分です。原料を輸入し搾油すること
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により、油とミール（油かす）を生産し供給
しています。ミールについては肥料でお使い
いただく部分もありますが、多くは飼料原料
ということです。従いまして、確かに飼養頭
数そのものが大きく減ってきますと、結果的
に油の安定供給につながらないということが
ありますので、畜産基盤がきちんとしている
ということは、油のみならず、油をお使いい
ただく食品産業全体にとりましての、サプラ
イチェーンとしては、やはり欠くことができ
ないものだと見ておりますので、そのあたり
は留意をしているところです。
井上　いまのことはとても重要なポイントだ
と思います。農業生産現場、畜産も、実は潜
在成長力のかたまりではないかということを
省内で議論しておりまして、それこそ、IoT
やAIやロボットとかいうものを入れていっ
て、それによって「働き方改革」や生産性の
革命ができるのではないかというふうに感じ
ております。いままさにご指摘いただいたこ
とは、それが単に農業だけではなくて、食品
産業の側からも大切だということがよくわ
かって、大変大事なご指摘をいただいたと
思っております。
もう一方で、先ほど私が申し上げた生産性
のところで、大変注目をしている分野があり
まして、それは物流のところです。もう物流
が回らない、配送できないという中で、私が
知るところでは、オイリオさんなどは本当に
先駆的な取組として、各社で連合されて、共
同配送とか、共同の伝票をつくったりとか、
それから乳業の世界でもやっておられますが、
ある面、各社の競争ではない部分ですね、協
調していって、より生産性を上げていくとい
う、みんなが裨益することを、今後もぜひ業
界をリードする企業の皆様に主導してやって
いっていただけると、オール・ジャパンとし
ては大変有意義だと思っています。いままで

の取組みと、今後の展開、展望など聞かせて
いただくとありがたいです。
司会　そうですね。物流の変化に対する対応
ですね。
西尾　私どもの扱っている商品は乳という非
常に腐敗しやすい商品です。これを合理的、
効率的に市場に運んでいく、流通させていく
ということは、非常に重要な事業の成功ポイ
ントの１つです。
ご指摘のとおり、いまはドライバーの確保

が難しくなっており、恐らくこれはどこの食
品メーカーにとっても大きな課題になってい
るのではないかと思っております。そういう
意味では、コースの見直しもそうですし、共
同配送を競合メーカーと一緒にやるというこ
とも、相当やってきたと思っています。
例えば、配送頻度や鮮度に対する日本人の

過剰なまでの要求レベルは、「これは本当に
維持できるのかな」という考えがあります。
一日何便も出して商品を運ぶなど、こういっ
たことが合理的なのだろうか。それから賞味
期限についても、行政でもいろいろ検討され
てきましたけれども、「３分の１ルール」な
るものを業界では慣習的に行っています。こ
れは食品の廃棄ということからいっても、相
当非効率な状況になっています。もちろん私
どもの努力ということも当然必要ですが、や
はり社会が求めるサービスのスタンダードと
いうのも、持続可能な形にしていく、また環
境にやさしい形にしていく、それから廃棄物
を減らしていくような形にする、こういった
ことをもう一回考える時期にきているのでは
ないかと私は考えています。
久野　先ほどご紹介いただきましたように、
20年以上前からメーカー３社で共同配送を
行っておりまして、現在はその経験を活かし、
F-LINEプロジェクトの６社での取組を始め
ているところです。
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今後は、配送そのものもさることながら、
やはりどのようにストック・ポイントを持つ
のか、あるいはそこでのオペレーションをよ
り生産性の高い形に変えていくのかというこ
とが重要だと思います。また、配送に付随す
る付帯行為の今日的な見直しが必要ですが、
個別、個社ではなかなかやり切れない部分が
ありますので、同じような課題をお持ちにな
られる方と共同で進めていきたいと思ってお
ります。
司会　いまのお二人のお話で、例えば鮮度に
ついての消費者の要求水準とか、それについ
ての消費者教育とか、あるいは賞味期限の見
直しの話とか、その辺について行政が果たす
役割というのも結構あるかと思いますが、ど
うでしょうか。
井上　まさにおっしゃるとおりのお話です。
賞味期限の延長の問題は、物流の改善にも大
きく関わりますし、フード・ロス削減にもつ
ながりますし、全体のコストも減らせます。
誰も損をしない話で、つくっている人も、運
送する人も、売っている人も、買う人にとっ
ても、メリットがあると思っています。
そのための取組として、製・配・販合わせ
ていろいろと研究会とかグループをつくって
いただいている。いま農水省が各社にお勧め
をしている話としては、まず、食品製造業の
皆様方におかれては、賞味期限を延ばすよう
な取組をしてくださいと。それは包装のあり
方とか、つくり方とか、いろいろありますが、
まずそういうことをしていただく。
そして表示の仕方についても、賞味期限が
３ヶ月を超える食品については、年月日表示
から年月表示にしていただきたい。そういう
ことと併せて、小売の方のご協力もいただい
て、いわゆる３分の１ルールから、特に取組
みやすい飲料や、賞味期限が180日以上の菓
子等については、３分の１ルールではなくて、

２分の１ルールでやってみませんかというこ
とを働きかけているところで、コンビニさん
とか、大手のスーパーさんの協力は、かなり
の手応えというか、広がってきていると思っ
ています。
課題は、対象の商品を増やしていくことと、

地方の食品スーパーさんとか、更に幅広い
方々の協力を得ていくということです。
司会　消費者の要求水準が非常に高いという
のは、これは安全性もそうですし、品質もそ
うですし、鮮度もそうです。これは日本の消
費者、マーケットの特徴で、それは良い面も
あって、それで各企業が切磋琢磨して良いも
のをつくっているから、レベルが上がってい
るという面もありますが、先ほど出てきた利
益率を圧迫するというところにどうしても帰
着しますね。
だから、消費者教育少しやっていかないと、

長い目で見ると、日本経済はやはり大変では
ないかなという感じがしますが、その辺りは
政府としてはいかがでしょうか。
井上　「お客様」あっての物づくりですから、
先ほどもお話があって、まさにそのとおりだ
と思って聞いていましたけれども、お客様の
求めている商品をつくるんだと、その次に工
場のオペレーションとか、生産性を考えるん
だと、その次にどう輸送するかとかいう、こ
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ういう順番がいままでの順番だったと思いま
すが、まさに続けられない時代になってきた
のではないかと思います。
そういう時代になったときに、消費者のほ
うでも御理解下さいということを政府として
も申し上げていく必要があります。先ほどの
フード・ロスを減らしましょうとか、みんな
が損しない話なんですと。出荷されてから30
日以内にほとんどのものが全部消費されてい
るというのが実態なので、そうしたファクト
とかデータも行政はしっかりと集めて、整理
して、発表なり発信していくことが必要だと
改めて認識いたしました。

食品表示規制の変化に対して

司会　消費者との関係で、少し触れざるを得
ないのが、表示の問題です。加工食品の原料
原産地表示が2017年９月１日から公布・施行
されました。行政でもマニュアルを作成して、
2018年１月から説明会を行うとのことですが、
それほど難しい内容になっているということ
だと思います。また、遺伝子組換え食品の表
示の検討会がまさに進んでおります。
そういう中で、消費者はわりと要求水準が
高いということはありますけれども、他方で、
科学的な合理性とか、あと経済的合理性とい
うことと、消費者のニーズとのバランスをど
う考えるかというのが、非常に重要かと思い
ます。2015年に新しい統一表示基準が施行さ
れ、現在、移行期間にありますが、その後、
毎年のように新しい表示制度が出てくるとい
うのも、企業としてはなかなか大変だと思い
ます。
そういった制度的なところについての何か
ご感想なり、いまの取組状況とか、について
お聞かせいただければと思います。
西尾　2015年に食品表示法が施行されて、経
過措置期間にあり、特に栄養成分表示につい

ては対応を準備しているところです。また、
新たに９月１日から原料原産地表示制度が施
行されて経過措置期間は2022年までです。一
定の移行期間はありますが、１つは、矢継ぎ
早に制度の変更があるので、どのタイミング
で対応するかを恐らくどの企業も考えられて
いるのではないでしょうか。１回目、２回目
というよりも、やはり一度に表示の変更をし
ていくのではないかと思っています。
もう１つは、商品パッケージの限られたス

ペースの中に、この表示をどうやって収める
かです。量的には表示事項がどんどん増えて
きます。今回は国別、重量順ということで、
また新たにプラスをしていこうとすると、物
理的なスペースの問題で、商品によっては非
常に悩ましいことがあります。
商品の数の多さ、改廃頻度も考慮しない

といけません。それから例えば乳飲料でも、
チーズでもそうですが、主要原料の原料原産
地はかなり頻繁に変わっていきます。頻繁に
変わる場合の対応という点では、もちろん消
費者の皆様がわかりやすくて、合理的な選択
に資する表示にするということは、十分理解
しておりますが、食品業界の実際のオペレー
ションということでは、いろいろと工夫をし、
考えていかないといけないことが多いなとい
うのが、正直な感想です。
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司会　久野社長、いかがですか。
久野　そうですね、まさにやや矢継ぎ早な感
じというところですね。
確かに消費者の求める情報に対応していく
ことは大切です。ただ、昨今、対応の仕方、
情報開示の仕方については、多様な方法があ
るだろうと思います。必ずしも限られたス
ペースの中での表示のみにこだわる必要はな
いのではないかと思います。私どものNB品
であれば、どういう基準で、あるいは業界団
体として統一基準の中で進めていくことは可
能だろうと思います。一方で、PBであった
りとか、あるいは原材料としてお使いただく
分の開示方法などについては、さまざまなご
要請が出てくるだろうと思います。
従いまして、店頭でご覧いただく部分は、
ある意味で氷山の一角で、その裏側ではもの
すごいことが起きているという、まさにサプ
ライチェーンの中での課題というふうに私ど
もは捉えています。ただ、制度ですので、真
摯に受け止めて対応していくということだと
思います。
井上　きっとこれだけで１時間ぐらいお話が
あるのかもしれませんが、皆様方のご理解を
得て、制度としてスタートしたものです。い
まコンセンサスとしてできているものについ
て、着実に進めていきつつ、消費者委員会の
附帯意見にも書いてあったと思いますが、必
要に応じて見直しを検討するというのもある
ので、そうした点も踏まえながら、消費者庁
において対応していただくことになると思い
ますが、引き続き現場の実態をよく伺わせて
いただき対応してまいりたいと思っており
ます。

環境に対する取組

司会　次に、若干環境対策について。温室効
果ガスの削減の問題、エネルギー消費の削減

とか、また食品ロス削減の問題があります。
もう１つ忘れてはならないことは、容器リサ
イクルの問題でして、入札方式の改訂で大幅
にコストアップして、問題だと思って是正を
要請しているところです。各社でどのような
取組をされているか、簡単に教えていただけ
ればと思います。
西尾　環境対策は、酪農という面と乳業とい
う面を少し分けてお話をしたいと思います。
酪農で特に環境に対するインパクトが大きい
のは、糞尿の処理をどうするかということが
長年の課題であります。これは、ただ単に糞
尿を野積みしてしまうと、地下水の汚染で環
境に与える影響が非常に大きいです。しかし
ながら、これを堆肥という、要するに微生物
を使って発酵させて、肥料として使うという
ことは、バイオマス資源としても非常に有効
です。また、糞尿を発酵させてバイオガスを
生産しそのガスを燃やして発電する、バイオ
ガス発電も行われています。「持続可能な酪
農」、また「環境にやさしい酪農」を目指す
ということからも、いまはもう糞尿を再生可
能なバイオマス資源と考えて、エネルギーと
して活用していくということが非常に大事だ
と思っています。これは国土の保全という意
味でも酪農としての大きな命題だと思ってい
ます。
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乳業メーカーとしては、ISO14001の基準、
規格に基づいて、環境マネジメントシステム
をずっと取入れております。特にCO2の排出
量の削減目標を決めたりですとか、先ほど申
し上げた食品廃棄物をメーカーの中でもでき
るだけ出さないようにすること、それからリ
サイクル率をどこまで上げていくか、これは
容器も含めて、毎年目標を決めて取組んでい
るところです。
特に最近は、持続可能な、それから社会的
な課題を解決するということが企業に求めら
れております。国連で採択されたSDGsとい
う共通の目標に一企業としてどう貢献してい
くのか、これまで以上に求められる課題に
なってくると思います。乳業メーカーとして
しっかり進めてまいります。
司会　久野社長、いかがでしょうか。
久野　CO2の削減について申し上げたいと思
います。当業界全体としての目標はもちろん
ありますが、それも踏まえながら、当社とし
て、ISO14001の中で削減目標を規定してお
ります。
目標が２つありまして、１つはCO2の排出
量原単位ですが、1990年を基準年度として、
2020年には20％ダウンさせるということ。そ
れからCO2排出量そのものについて、1990年
を基準として25％の削減ということで取組ん
でおります。進捗としては、2016年度で90年
対比、原単位のほうが10.3％削減、CO2排出
量そのものが5.3％削減で、進捗にやや開き
が出ているという状況です。
そのような中にありまして、先般、新聞に
もアナウンスをさせていただいておりますが、
JFEさんと共同でオンサイト発電を基本とし
たグループ内での電力融通をスタートさせま
す。このような取組を通じまして、直接・間
接的にCO2削減問題に取組んでいくというこ
とです。

もう１つは、広い意味での環境問題がある
と考えております。大豆や菜種の一方で主要
な原材料としてパームがあります。このパー
ムは、国内で私どもの取扱いはさほど多くは
ありませんが、海外では国内での油脂の販売
量に匹敵するほどの数量を販売しています。
このパームの供給に対しての持続性、その背
景となるのは、環境問題であったり、あるい
は労働環境の問題であったり、当然そういっ
たところに配慮しながら、あるいは場合に
よってはコミットしながら進めていかなけれ
ばならないところだと思います。このように
CO2問題と、広い意味での環境問題、あるい
はそれに対する対策というところがポイント
になってくるかと思っております。

海外展開に向けて

司会　国内市場が小さくなる中で、海外展開
の問題がありますが、それは輸出も含めて、
どのように取組まれ、今後取組むご意向か、
お聞かせいただければと思います。
西尾　国際化という意味では、EUとのEPA
の大枠合意、TPP11の大筋合意、それから現
在行われている日米の経済対話などを考えま
すと、乳の国際化というのは大きく進展して
いくであろうと思っています。
乳の国際化の１つ目は、要するに関税障壁
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が段階的に削減される乳資源を海外から購入
して、それらを原材料として国内で加工し、
国内で販売をしていく、いわゆる「外→内」
という流れ、原料の輸入と考えていただいて
構いません。
２つ目は、「内→外」。国内でつくった商品
を海外に輸出していくという流れです。すで
に私どもはマーガリンとか、チーズ、コー
ヒー用のクリームといったものを輸出してお
ります。
もう１つは、いまどんどん大きくなってき
ている「外→外」です。私どもは海外に４工
場ありますが、粉乳工場はオーストラリア
にあり、育児用粉乳、成人用粉乳をつくっ
て、アジアで販売をしております。それから
チーズの工場については、インドネシアに１
つ、オーストラリアに２つありますが、ここ
も、外で生産をして、海外のマーケットで販
売しております。
乳の国際化というのは、この３つの方向が
ありますので、いずれにしても、国内の生乳
生産量が減る中で、その需給ギャップはどう
しても外から埋めないといけません。それか
ら人口の減少にともない国内市場が減る分、
やはり海外にマーケットをつくっていかなけ
ればいけません。いろいろなニーズ、またい
ろいろな貿易協定の変化によって、まさに乳
の国際化の時代であり、この３方向の流れが
相当加速度的に進んでいくであろうと考えて
います。
久野　いまお話しの「外→内」、「内→外」、
「外→外」という観点でご説明したいと思い
ます。まさに私どもの国内でのビジネスの原
料そのものは、ほとんど100%を外から調達
しております。よって、この原料を調達し搾
油するところが、国内のサプライチェーンの
起点となっています。
国際化によって関税障壁が低くなる、ある

いはそれ以外の措置が行われるということで、
今まで原料として入ってきていたモノが、違
う形で入ってくるケース、例えば種子の形で
はなくて、油そのもので入ってくるとか、そ
ういったことも当然想定はできるかと思いま
す。何れにしても、入口は、種子であろう
が、油であろうが、引き続き国内のサプライ
チェーンの起点となるビジネスを継続してい
くことになります。もちろん採算性の問題に
ついてはいろいろ影響が出てきますが、先
ほどの「外→内」ということで考えますと、
入ってくる形が、貿易協定によって多少変わ
る可能性はあると思いますし、国内の人口動
態によってボリュームそのものが変わってく
るということはあるかと思いますが、形とし
ては比較的大きくは変わらずに進んでいくの
ではないかと思っております。
次に「内→外」については、どちらかとい

うと川上型の産業ということからすると、輸
出については、なかなか実例、実態がありま
せん。ただ、同じ油の中でも、化粧品の基材
とか、特殊な原材料については、国内で生産
したものを海外の工場に販売をするものもあ
ります。
３つ目の「外→外」については、油ベース

ですと、国内で私どもが販売するボリューム
と、マレーシアを基点とするパーム油を中
心とする販売量は同等となっており、「外→
外」はかなりの部分を占めています。
パームの基礎的機能としてのクッキングオ

イルやオレオケミカルの原料としての用途は、
世界的な経済の拡大によって継続して増える
と見込まれます。それからパームが持つ機能
面での特性がありますので、世界経済が高度
化するに従って、例えばチョコレートの原料
とか、あるいは製菓・製パンの原料とか、そ
ういった物性機能によってお買い求めいただ
くという部分も増えてきますので、これら両
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面から、海外で生産し海外で販売するといっ
た部分はまだ拡大をしていくと思っており
ます。
そういう意味では、マレーシアを基点とし
て、需要地に対していかにネットワークを広
げていくかが重要となりますので、自分たち
でサプライチェーンを創りながら開拓してい
くことになります。
井上　いま政府全体として、輸出ということ
に１兆円目標を掲げて、非常に大きな力を入
れております。
インバウンドの話も、皆様ご案内のとおり、
最近外国人が多く日本を訪れてくれて、2016
年は2,400万人を超え、2020年には4,000万人
を目指しておりますが、そういう中で、われ
われが声として聞いているのは、「メイド・
イン・ジャパンがいい」ということです。
幕張で日本で初めて食品輸出専門のエクス
ポを10月からやらせていただいて、３日でも
のすごい人が来て、初回にも関わらず、300
社が出展し、海外バイヤーが2,800名来場し、
商談金額は131億円、来年は２倍の広さで、
幕張を半分ぐらい借り切ってやろうという話
になっています。「日本の食品メーカーのも
のはすばらしい」、「その中でもやっぱりメイ
ド・イン・ジャパンのものがぜひほしい」と
いう声が非常に多いです。
それこそ「外→外」で、現地でつくらない
と現地の人の嗜好はわからないじゃないかと
いう時代、当然そういう構造があったと思い
ますが、実はこの「内→外」というのはいま
ものすごくポテンシャルがあるのではないの
かということを感じています。
それから「外→内」というお話がありまし
て、その中で、「外→内→外」というか、イ
タリア、フランス、ベルギーもそうかもしれ
ませんが、特にイタリアなどはオリーブオイ
ルですばらしい最高級のものをつくって、そ

れでブランドを確立している、一方でギリ
シャとかスペインからオリーブを輸入して、
それをイタリアで加工してメイド・イタリー
にしてまた輸出したりとか。
日本というブランドによる付加価値はかな

りあるので、まず国内の生産力を確立すべ
きだというのはおっしゃるとおりで、「内→
外」というのが基本ですし、「外→内→外」
というのもかなり可能性があるのではないか
というふうに見ております。
司会　農水省の輸出統計では、３割ぐらいが
加工食品になっていますが、厳密に加工食品
を拾っていくと、全体の５割以上が加工食品
で、伸びも結構いいんです。ですから、そう
いう意味で、加工食品の輸出も相当ポテン
シャルがあると思います。
ただ、マーケットのそれぞれの事情に応じ

て、あるいは原材料の調達の問題とか、あと
労働力コストの問題があって、海外に出て行
かなければいけないこともあると思いますし、
農水省も輸出と海外進出の両方を見ていただ
きたいと思います。
久野　西尾　（異口同音に）そうです、そう
です。
井上　国内工場新設、新規投資を政府として
は歓迎しておりますので、皆様よろしくお願
いします。
久野　この数年間、いろいろな背景はあった
と思いますが、食品メーカーの国内での設備
投資はわりと多いのではないかと思います。
司会　そうですね。
井上　特に、少し老朽化とか、たぶんいまま
でのデフレ時代になかなか投資できなかった
ということがあると思いますが、いかがで
しょうか。
西尾　いまある大手食品メーカーの工場は、
高度成長時代に、昭和30～40年代に建てられ
たものが大半で、そろそろリニューアルの時
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期にかかっていると思います。
そういう意味では、弊社もご多聞に漏れず、
やはりリニューアルをしていかなければいけ
ない時期にあります。
井上　その際は、ぜひ農業競争力強化支援法
の制度を御活用いただきたいと思います。
司会　その投資の話も含めまして、最後に、
2018年に向けての抱負などをお願いしたいと
思います。
西尾　酪農・乳業界の置かれている環境は、
先ほどから申し上げていますが、外にあって
は、貿易協定がどんどん進展して、非常に変
化しています。また国内にあっては、畜安法
の改正による、生乳の取引の多様化の進展、
生乳生産基盤の弱体化など、内・外、両方と
も大きな環境変化の中にあります。こうした
環境下、いままで通りの流れではなく、事業
自体のポートフォリオを変革していかなけれ
ば、企業価値を持続的に向上させていくのは
難しいと思っています。
幸いにもというか、幸か不幸か、いま工場
のリニューアルの時期にかかっているという
こともありますので、これを基点に事業ポー
トフォリオの変革と、それを可能にする生産
体制のリニューアルをスタートしていく年に
していきたいというのが私どもの考えている
ところです。
久野　きょうのお話にずっと敷衍するところ
が２つあります。１つは、私どもの中期経営

計画の中でも出てきますが、グローバル化
のさらなる進展ということです。「グローバ
ル化したい」という思いだけではなく、「グ
ローバル化する」ために実際の投資も含めて、
着実に手を打って進めていきたいと考えてい
ます。
もう１つ、付加価値化のところは、国内で

の足元の植物油脂需要そのものは堅調ですが、
数年後には大きな崖がくると思っております
ので、それに備えて新たな具体的な道筋をつ
けていきたいと考えています。
それに当たっては、先ほどのグローバル化

のところでも投資ということを申し上げまし
たが、人材を含めまして、具体的な投資を
行っていくことを考えております。
司会　局長、来年に向けて、いかがですか。
井上　やはり制度や規制を時代に合ったもの
に変えていくということ、そして、われわれ
食料産業局は一社でも多くの食料産業に稼い
でいただきたい、そして将来にわたって持続
していただきたいという思いでやってまいり
ますので、引き続きどうぞよろしくお願いい
たします。
司会　本日はどうもありがとうございました。

※この新春座談会は、2017年11月22日に収録したも
のを編集して掲載しております。

（了）


