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リーマンショックを契機とした世界同時金融経済危機は、その後の政府・中央銀行に
よる超拡張的協調政策によって乗り越えたかに見えた。しかし、公的部門の拡大による
危機対応の処方箋は世界各国の債務拡大を招き、米国、欧州各国、日本など先進各国が
軒並み債務問題に直面している。現在の世界の対応策は、金融と経済の不均衡が生み出
した危機に対して、さらに金融を膨らませて不均衡を拡大する政策で対応し問題の先送
りを行っている。
一方で、人口の増加が引き起こす水不足や食糧不足も深刻で、世界の飢餓人口は増加
を続けている。新興国の経済成長がこの傾向に拍車をかけ、肉食の増加とともに世界の
穀物需要の増大を招いている。戦後続いてきた農業の収益性低下が、生産面から食糧供
給の制約となっており、気候変動などの異常事態が起こると需給はすぐに逼迫する状況
だ。
国際社会は、金融、経済分野に加えて人口問題、資源枯渇問題や気候変動等の環境問
題を抱えており、資源枯渇問題が従来型の経済成長の制約要因となる懸念が大きくなっ
ている。今後の世界は、困難ではあるが過剰信用の縮小を進めて不均衡を解消するため
に、新たな通貨体制の模索を始めざるを得ないだろう。
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きな問題を突きつけている。

１．はじめに

金融経済問題とは別に、世界人口の爆発的

リーマンショックを契機として瞬く間に広

増加が様々な問題を引き起こしている。人口

がった世界同時金融経済危機は、その後の

爆発がもたらした最大の問題は、世界規模で

G₂₀諸国を中心とした政府・中央銀行による

の食糧・水資源の不足である。人口増加は、

超拡張的協調政策によって乗り越えたかに見

環境への負荷を通じて地球温暖化の原因とな

えた。しかし、公的部門の拡大による危機対

り、異常気象などを通じて食糧問題をさらに

応の処方箋は世界各国の債務拡大を招き、金

悪化させる要因にもなっている。

融危機が債務危機に形を変えて我々に再び大
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世界は、金融・債務問題の解決のために持

政策科学学会年報

続的な経済成長を必要としているが、人口増

第３号

政府が一部閉鎖される事態となった。

加がもたらした資源価格高騰や食料・水資源

こうした状況を打開する切り札として登場

不足が経済成長の大きな制約となっており、

したのが、₁₉₉₀年包括予算調整法であった。

解決策の見えない迷路に入り込んでいる。

その中には、裁量的経費については毎年の上
限支出額（Cap）を法律で定めることと、義

２．国際金融市場の２大問題

務的経費については財源担保原則（pay-as-

現在の国際金融市場における債務問題は、

you-go 原則）の導入を規定した₁₉₉₀年予算

過去の債務問題と異なり、米国、欧州、日本

執行法が含まれていた。当時は、景気悪化と

などの先進国で同時多発的に起こっているこ

同時に S&L 問題も重なり、当初は財政赤字

とである。とくに、基軸通貨国の米国におけ

が増え続けたが、₁₉₉₃年以降は赤字が減り始

る累積債務の拡大と財政問題はその世界の金

め₁₉₉₈年には財政黒字化を達成した。
この財政収支の改善は長くは続かなかった。

融経済に与える影響は計り知れない。
本稿では、米国と欧州で顕在化している債

₂₀₀₁年同時多発テロ後の国防費の膨張とブッ
シュ減税による支出の拡大、₂₀₀₂年の pay-

務問題を中心に見ていくこととする。

as-you-go 原則のルール失効などにより、財
①

米国の財政債務問題

政規律は大幅に緩んだ。さらに、リーマン

米国の財政赤字は、リーマンショック以降

ショック以降の急激な金融経済の落ち込みに

の金融・景気対策などにより急激に拡大した。

対する金融・景気雇用対策を通じた財政支出

同時に累積の政府債務も膨張を続け、₂₀₁₁年

の拡大を受けて、米国の財政赤字の規模は未

には政府債務上限に達し、予算執行が危ぶま

知の領域に突入した。₂₀₀₉年以降単年度の財

れる事態となった。こうした中で、大手格付

政赤字が１兆ドルを超える事態となっており、

け会社 S&P が、₁₉₄₁年に現在の格付け制度

₂₀₁₁年 に は そ の 額 は １ 兆₆₄₅₀億 ド ル（ 対

を始めてから初めて米国債をトリプル A か

GDP 比₁₀.₉％）にまで達している。財政赤

らダブル A プラスに１段階格下げを行った。

字の拡大に伴い、債務残高も₂₀₁₁年半ばには

米国の財政赤字は₁₉₇₀年代から恒常化して

債務の上限に達した。₂₀₀₀年代に入ってから

いたが、その規模はレーガン政権期に大型減

₁₁度目の債務上限額の引き上げを行い、米国

税の導入や国防費の拡大で大きく膨張した。

債の格下げへとつながっていった。

これに対して、₁₉₈₅年、₁₉₈₇年に赤字解消策

こうした事態にもかかわらず、与野党によ

として財政均衡法（GRH 法）を導入し、削

る財政赤字削減の動きは遅々として進んでお

減目標に達しない場合は支出の一律カットを

らず、財政赤字の膨張を抑制する法的枠組み

強制するという厳しい内容を盛り込み、均衡

である₁₉₉₀年予算執行法の失効の影響が深刻

予算の達成を目指した。しかし、内容に義務

化している。IMF によれば、₂₀₁₁年の政府

的経費などを例外項目とするなどの抜け穴が

債務の対 GDP 比（グロス）は₁₀₀％に達し

あったため、当初の想定通りに機能しなかっ

ており、G7諸国で₁₀₀％を超えているのは日

た。₁₉₉₀年には S&L 問題などで赤字は膨ら

本、イタリアと米国の３カ国である。

む一方となり、議会での予算承認が遅れ連邦
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依然として低迷の続く不動産市場、不安定
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な金融システムおよび地方政府の債務問題を

解決策の教訓は以下の二つに絞られるだろう。

抱えた基軸通貨国の財政債務問題は、その影

ひとつは金融危機の解決が債務危機の前提条

響が国際通貨体制にボディーブローのように

件であるということで、もう一つは成長戦略

影響しており、今後の世界の金融経済の大き

なくして債務問題の解決はないということだ。

な不透明感につながっている。

₁₉₉₀年代以降には多くの通貨危機が発生し
たが、₈₀年代には経験しなかったタイプの危

②

欧州の債務通貨問題

機が多く見られた。新たな危機とは、従来の

戦後のブレトンウッズ体制下の金ドル本位

ように経常収支赤字をきっかけとして危機が

制は、₁₉₇₁年のニクソンショックで終わりを

発生するのでなく、₉₀年代のアジア危機のよ

つげ、その後は主要先進国の政策協調を軸と

うに経常収支黒字にもかかわらず急増した過

した管理通貨体制が続いてきた。不換紙幣を

剰資本が一気に流出して起こる資本収支危機

基本とした国際金融市場の変動は大きくなり、

である。この危機においては、国家が銀行融

₁₉₈₀年代以降世界各地で債務危機や通貨危機

資ではなく国債発行など市場を通じて調達し

が続いた。₂₀₀₇年には基軸通貨国を震源地と

ていたことが、危機の波及を加速化した。つ

するサブプライム危機が顕在化し、世界経済

まり、市場を相手にしているために、市場価

を危機に陥れるリーマンショックの引き金と

格を通じてその危機が金融システムを通じて

なった。この危機は、米国から欧州や日本な

世界各国に瞬く間に伝播してしまうのだ。₈₀

どの先進国のみならず新興国を含めた世界全

年代の危機解決策で採用されたモラトリアム

体に瞬く間に波及していった。その中でも共

という時間稼ぎの方法は全く機能しなくなっ

通通貨ユーロを使用する地域では、ギリシャ、

た。欧州の危機の本質も、このメカニズムと

アイルランド、ポルトガル、キプロスをはじ

基本的に変わりない。政策当局は、各国で協

めとしてスペイン、イタリアなど各国の金融

力して迅速に意思決定をする以外に、危機を

経済に多大な悪影響を与えている。

乗り切ることはできなくなっている。

₁₉₈₀年代の累積債務危機は、₁₉₇₀年代の石

今日世界が直面している欧州の危機は、債

油危機により生まれた過剰流動性がラテンア

務危機と金融危機が最大の先進国の地域内で

メリカ諸国へ流入して生じた債務危機であっ

同時発生していること、債務が市場に依存し

たが、それは同時に米国の大手マネーセン

ているため危機の進行が早く政策協調を取る

ターバンクを中心とした金融危機でもあった。

時間的余裕がないこと、域内最大国のドイツ

当時米国の銀行全体で、累積債務国向け与信

のコミットメントが十分でないこと、そして

残高の自己資本比率に対する割合は₁₁₆％で、

最も深刻なのは共通通貨ユーロの制度設計に

主要９行に限れば約₂₉₀％に達していた。₈₀

不備があり危機への対応ができないこと、な

年代の累積債務危機は、債務危機と金融危機

どの理由からその深刻さは際立っている。欧

とが同時発生したもので、このことが危機を

州の危機は、まだその始まりにしか過ぎない。

深刻化させた。この危機に対して、先進国や
国際機関などが中心となって約₁₀年の年月を

３．人口問題と食糧問題

かけて、国際協調の下で解決を図ってきた。
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金融・経済分野で多くの問題を抱えている
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第３号

世界は、人口・環境分野でも早期に解決が必

用水の割合が約７：２：１となっており、食

要な多くの課題に直面している。

糧生産に使用する水が全体の３分の２以上を

₂₀₁₁年に₇₀億人を突破した世界の人口は、

占めている。すなわち、水資源の枯渇問題は、

国連の推計によれば₂₀₅₀年には₉₃億人を超え

食糧問題と直結していることが理解できる。

ると予想されている。人口増加率は低下して

世界食糧機構（FAO）は、₂₀₁₂年世界水

いるものの、₂₁世紀前半で約₃₀億人が増加す

の日の声明文の中で「我々が、農業で水を賢

る見込みである。こうした人口の増加と新興

く利用する能力を強化しなければ、飢餓の撲

国経済の発展が相まって、資源の枯渇が大き

滅は失敗に終わり、干ばつや飢饉、そして政

な懸念材料として浮上しており、とりわけ食

治的不安を含むその他の災難への扉を開くこ

糧や水の不足が鮮明になりつつある。地球温

とになる。」と警告している。FAO によれば、

暖化や異常気象、化石燃料の枯渇に伴うバイ

₂₀₂₅年には世界人口の３分の２が水不足状態

オ燃料化の進展、新興国における工業化によ

になるといわれており、水不足の危機は将来

る水需要の増加なども加わり、食糧・水資源

の問題ではなく「目の前ですでに顕在化した

市場の需給構造は大きく変化している。

危機」といえる。

₂₀₀₈年に主要穀物の国際価格は一斉に高騰

日本は、水資源に関して恵まれた国という

したが、とくにコメは他の穀物に比べ値上が

イメージがあるが、じつは水資源の不足は他

りが顕著で、アジア諸国におけるパニックは

人ごとではない。生産に水を必要とする物資

ピークに達した。リーマンショック後、穀物

を輸入している国が、仮にその物資を自国で

価格は高値圏から下落したものの現在は再び

生産するとしたら、どの程度の水が必要かと

上昇に転じて、₂₀₁₂年の異常気象で影響を受

いうことを推定した水の量を「バーチャル・

けたトウモロコシと大豆の国際価格は再び過

ウォーター」と呼ぶ。日本は、食糧輸入を通

去最高値圏で推移している。こうした食糧の

じて大量のバーチャル・ウォーターに依存し

国際価格の高騰は、貧困国にとくに大きな影

ており、その量は環境省の試算（₂₀₀₅年）に

響を与え、経済だけではなく政治・社会的に

よれば国内で使用される年間の取水量と同程

も不安定となり、最終的には安全保障上の問

度となっている。国内の水需要は横ばいに

題へも発展する危険をはらんでいる。

なってきており、当面は水不足を懸念する必
要はないように見えるが、今後の世界の食糧

①

水資源の不足と食糧問題

や水資源の需給状況を念頭に置きつつ慎重に

地球上には₁₄億 km の水が存在するとい
3

対処していく必要がある。

われているが、淡水はそのうち約₂.₅％で、
さらに直接使用可能な地表水はそのわずか

②

₀.₃％（₁₀₅兆 m ）である。

食糧問題
₂₀₀₆年から₂₀₀₈年にかけて世界の主要穀物

3

世界の年間水使用量は約４兆 m で、人口

価格の高騰が起こり、同じ時期に高騰した原

増加などにより過去₄₀年で２倍に増加し、今

油価格とともに世界に大きなショックを与え

後も増加が見込まれている。用途別に水使用

た。ベトナム、インド、ロシア、中国など、

量を見てみると、農業用水、工業用水、生活

穀物輸出を禁止・制限する国が相次いだ。そ

3
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の後、未曽有の金融経済危機の発生により、

これらを陰で支えたのが安価な化石燃料の

一時的に世界が直面する食糧危機の影響が見

存在である。現代の農業システムでは、トラ

えにくくなった。短期的には、経済成長の鈍

クター、コンバイン、温室や畜舎の暖房、灌

化により消費者の食糧需要が減退し、生産面

漑のポンプなどの農業機械を動かすために、

では主要生産国で豊作が続いたため、農産物

石油や天然ガスを使用する。肥料や農薬を製

価格が高騰する時期は過ぎ去ったという雰囲

造するのにも石油や天然ガスを大量に使用す

気が漂った。しかし一方で、経済成長の鈍化

るため、間接的にもこうしたエネルギーに対

により、農業生産規模を拡大させる投資が削

する依存度は大きい。

減や延期されている。世界の低い食糧在庫水

こうして農業生産量の拡大が進んだ結果、

準を考えると、天候不順などの突発事象が起

農産物価格は₁₉₇₀年半ば以降下落を続け、先

きれば、直ちに農産物の国際価格は高騰する

進国では所得に対する食費の割合は大幅に低

だろう。

下をした。途上国においては、先進国からの

現在進行形の食糧危機を考えるにあたり、

技術移転による農業部門の近代化と、大量の

まず第２次大戦後の農業を取り巻く環境を見

安価で高品質な食料品の調達が容易となった。

ていこう。戦後の食糧問題は、二つの段階に

農産物価格の下落は、世界で購買力を著し

分けて考えることができる。

く向上させたが、時間と経過とともにその副

第一段階は、戦後から続いた世界各地での

作用を顕在化させ、₁₉₈₀年代後半からは農業

人口急増と、それに対応した農産物の生産拡

生産に陰りが生じるという新たな段階に突入

大期である。戦後の世界各国が喫緊の課題と

した。農産物価格の長期間にわたる持続的低

したのは、食糧を安定的に確保して国民をき

下は、世界の消費者を救済した一方で、農業

ちんと養うことにあった。そのために優先さ

の 収 益 性 の 低 下 は 生 産 者 を 疲 弊 さ せ た。

れたのは農業生産の強化であった。FAO に

FAO によれば、世界の食糧価格は₁₉₇₀年代

よれば、₁₉₆₁年から₂₀₀₁年の間に世界の農業

半ばから₂₀₀₀年初めまでに、₂₅年間に実質で

生産量は約３倍に増加した。年平均₂.₃％の

３分の１以下に下落している。
₁₉₉₀年代後半からの石油価格の高騰は、コ

伸びで、これは世界人口の伸びを上回ってい

スト面からも農業の収益性に大きな圧迫要因

た。
これらの発展を後押ししたのは、生産性の

となってきた。全ての農業生産国では、燃料、

向上と耕作地の拡大であった。灌漑設備の充

肥料、農薬などあらゆる生産コストが上昇し、

実、農作業の機械化、肥料や農薬などの農業

政府による農業補助金などにより生産者の所

化学製品の導入、遺伝子学の発達による種子

得補償を行えない国では、農業部門の投資が

の選択、畜産における飼料作物の活用など、

減少した。農業は、収益性の悪い「儲からな

緑の革命と呼ばれる多様な技術革新が生産性

い産業」となり、廃業する生産者も増え、生

の向上を支えた。同時に、この技術革新が農

産の寡占化が進んでいった。こうした農産物

家一軒当たりの耕作面積の拡大を可能として、

の供給構造の変化は、世界規模で徐々に進み、

生産性の向上と相まって農業生産量が増加し

世界の穀物供給量の増加率が大きく減少する

たのである。

という事態となっている。
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このような背景の中で、₂₀₀₈年の穀物価格

速することになる。金融が経済を規模で大き

上昇は発生をした。₁₉₉₈年から₂₀₀₀年の平均

く上回っていることの弊害が、穀物市場でも

価格に対して、平均で約₁₂₀％も上昇をして

顕著に現れている。絶えず有利な投資先を探

いる。（FAO の推計）市場の過熱ともいえる

し求めている膨大な投機資金を適切に規制し

今回の価格上昇には、供給構造の変化以外に

ていくことは、人類の食の基本となる穀物価

も複合的な要因が絡んでいる。

格を安定させる為には必要なことではないだ

需要面でいえば、まず人口の増加と人々の

ろうか。

食生活の変化があげられる。戦後の穀物生産

供給面でも、農業の収益性低下による生産

量は人口の伸び率を上回ったが、肉食の増加

者の減少と寡占化以外にも、いくつか価格上

とともに飼料に対する需要が増加したため、

昇要因が存在する。まず、世界中で頻発して

穀物需要も拡大を続けた。

いる気候変動が、農業輸出国の生産に影響を

また、莫大な人口を抱える新興諸国におけ

与えているということだ。近年顕著となって

る工業化と都市化の進展は、食品に対する需

いる年間気温の変動幅の増大、干ばつや寒波

要の急増というかたちで現れた。これらの

による熱ストレスは、農業に重大な影響を与

国々でも、肉類、乳製品、調理済み食品の消

えている。さらに、台風、ハリケーンや竜巻

費が始まった。家畜の肉を生産するためには、

の頻発、大雨や巨大化する水害も、農業や水

その何倍もの穀物と水が必要となる。今後も

産業に多大な影響を与えている。

世界の経済成長が続くとすると、人口を一定

土地や水といった農業生産のための基本的

としても、世界の穀物需要は急速に拡大する

資源については、質の低下と供給の不足とい

ことが予想される。また、今後も人口増加が

う問題が存在する。土地については、戦後長

続く事が見込まれていることから、世界の飢

年にわたり続いてきた肥料や農薬の多投入型

餓人口は増加し続けていくだろう。

農業による地力の低下が懸念されている。水

さらに、原油価格の上昇に伴い、₁₉₉₀年代
からは穀物を利用したバイオ燃料の開発、実

資源については①で述べたとおり、枯渇問題
が眼の前に差し迫った問題となっている。

用化が進んでいる。米国や EU は、政策と

さらに、肉食の急増による世界規模での畜

して一定のエネルギーをバイオ燃料で賄うこ

産の工業化の進展により、BSE、鳥インフ

とを決定している。ブラジルも、サトウキビ

ルエンザ、鯉ヘルペスなどの新たな感染症が

を利用したエタノール燃料の混合利用を義務

急速に広がってきていることも、食糧供給の

付けている。人間と家畜で分け合ってきた穀

懸念材料の一つとなっている。

物に対して、新たに自動車などが需要者とし
て出現してきたといえる。

このように需要と供給両面における構造変
化がすすんでおり、その影響が世界の穀物在

世界中に存在する過剰流動性の影響も無視

庫率の低下というかたちで現れている。近年

することはできない。世界の穀物価格は、シ

では、在庫率は₁₀% 台に落ち込んでおり、

カゴ商品取引所にある先物価格を指標として

FAO の定める危険水域を下回る事態も発生

いる。この市場に、市場規模を超える資金が

している。この水準は、₁₉₇₀年代前半の食糧

流入することによって、穀物価格の高騰を加

危機の時期と同水準である。₁₉₇₀年代の危機
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は、緑の革命による生産性向上で乗り越える

向は２つしかない。金融を収縮させて経済と

ことができた。しかし、今回は新たな農業技

のバランスを取るか、経済が金融の規模まで

術による生産性の向上はまだ実験段階であり、

成長して均衡するかである。現実には、金融

現時点で第２の緑の革命が起こる保証はない。

の収縮を図りつつ経済成長を続けていくこと

つまり、限られた農業資源と脆弱な気候とい

しか、アンバランスの解決策はないだろう。

う状況の中で、食糧供給を大幅に増やすこと

現在の主要国の政策は、金融の収縮を先送

ができる新たなシステムは存在しない。この

りし、その間に経済成長を実現しようという

ようにマルサスの影が忍び寄る中で、人類は

ものだ。しかし、国際社会は、金融、経済分

農業と気候や環境保全の影響を考慮しながら、

野以外にも人口問題、資源枯渇問題や気候変

食糧問題という直面する深刻な問題を解決し

動等の環境問題を抱えて、これらの問題が従

なければならないのである。

来型の経済成長の制約要因となる懸念が大き
くなっている。このことが、金融と経済のア

国際金融市場の行方

ンバランス解消や債務問題の解決の大きな制

₁₉₈₀年代以降の債務・通貨危機は、途上国
や新興国を中心に発生したもので、先進国や

約となり、今後の世界に大きな不透明感を与
えている。

国際機関の協力で解決を図ることができた。

今後の世界は、困難ではあるが過剰信用の

しかし、サブプライム危機以降のリーマン

縮小を進めていかざるを得ない。そのために

ショックや欧州の危機は、先進国で起きてい

は、現在の信用拡大型の通貨体制を見直し、

る危機である。欧米と並ぶ経済力を持つ日本

新たな通貨体制の模索を始めざるを得なくな

も、その累積債務額は未曽有の領域に達し、

るだろう。その体制は、グローバル化した世

自国の財政立て直しに四苦八苦しており、他

界に適応した形で構築され、従来のドル一極

国の支援を行える状況にはない。近年急成長

体制ではなく、多極分散型体制となると考え

を遂げている BRICS をはじめとした新興国

られる。その際には、多極型の国際通貨シス

も、それぞれ各国固有の問題を抱えている。

テム安定化のためのアンカー役として、一定

新興国の経済規模から考えても、欧米の問題

の金の裏付けを持った世界通貨が出現するの

を解決するために支援を続けていくことは困

ではないだろうか。

難である。
ニクソンショック以降の不換紙幣体制が生

日本の今後の課題

んだ通貨のばらまきが、過剰な信用の拡大を

このような中で我が国は、世界の食糧事情

引き起こし、今日の国際金融危機の根底にあ

が逼迫し価格が不安定化する中で、食糧の多

る要因だ。₁₉₈₀年には、株、債券、預金など

くを海外に依存しており、その低い自給率を

の世界の金融資産の規模は世界の国内総生産

短期間に向上させることは不可能である。ま

（GDP）とほとんど同じであったが、₂₀₁₀

た、食糧生産を支えるエネルギーについては、

年には金融資産が GDP の３倍を超えている。

そのほとんどを輸入に頼っており、我が国の

このように、実体経済の規模に比べて、過剰

食糧安全保障は大変心もとない状況にあると

に膨張した金融のアンバランスを解決する方

いえる。さらに、通貨システムに動揺がおこ
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り、円の価値が大きく低下すると、輸入物価

なろう。こうした技術革新は、一層激しさを

の上昇を通じて直ちに国民生活に大きな影響

増す気候変動や大気汚染への対策としてとし

が出ることが予想される。

ても有効である。

我が国は、多くの課題が複雑に関連する中

我が国に残された時間が限られている状況

で、財政再建、成長戦略の実行、食糧自給率

で、受益者が少なくなっている大企業寄りの

向上などを着実に実現していかなくてはなら

政策から転換を図り、我が国が現在保有して

ない。そのために重要となるのが、これらの

いる技術、人材、資金を総動員して、国民が

政策と地域振興政策を一体的に運営すること

一丸となって課題解決に邁進することができ

と、日本の企業の持つ技術（特に農業関連技

る政策の立案が急務である。

術）を活用していくことであろう。とくに、
日本の中小企業の中に埋もれたすでに存在す
る高い水準の技術を生かすことにより、中小
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