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WHO ?
USSECとは?



アメリカ大豆輸出協会（U.S. Soybean Export Council）

• 大豆生産者団体と、米国農務省海外農業

サービス（USDA-FAS）から資金を調達

• 70カ国で活動しており、職員は約125名

• 80の企業会員からなる非営利団体

• 大豆生産者が60年にわたり海外の大豆

マーケットへ投資を行ってきた



Our Members

Knewtson Soy Products





食品・油業界向け

・ カンファレンス開催

・ 海外視察

・ 関係構築イベント

・ 情報提供

・ 業界支援プロジェクト

USSEC日本の主な活動



• 60周年記念レセプションにキャロライン・ケネディ

元駐日大使が参加 → 日本女性を応援

• 初の「日米大豆業界の女性リーダー座談会」を開催

メディア記事

2016.10.7 日本経済新聞 プラス1                 

2017.1.30 日本経済新聞 丸の内キャリア塾

2017.2.8   NIKKEI STYLE オンライン

USSEC日本の活動例 ～ 女性の活躍支援 ～



HOW?
アメリカ大豆と日本の関係



• 栽培面積は3300万ヘクタール

• アメリカの農場210万のうち97%は家族経営

• アメリカ大豆の輸出額は300億ドルを超える

• アメリカ大豆の60%以上は、毎年、丸大豆、

大豆ミール、大豆油として輸出されている

出典：米国農業センサス（USDA）

アメリカの大豆生産
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アメリカの大豆製品の輸出シェア
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USDA 予測 (2015/2016)日本は世界第3位の大豆輸入国



7%

93%

Domestic Import

• 日本は大豆を食品の主原料と
する最大大豆消費国の1つ

3.47 
百万
トン

3.47 
百万
トン

• 国内生産が限定されるため9
割以上を輸入

Source: 2015 業界データ

日本の大豆需要

国産 輸入



Source: 2015 Industry Data

食品用

搾油用

3.47 
百万
トン

3.47 
百万
トン

• 30% 食品用

• 70% 搾油用 (植物油-大豆油）

�

日本の大豆用途
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Source: 2015 Industry Data

日本の大豆輸入相手国



$ 10億ドル

U.S. Soy Export to Japan

#1 Market for U.S. Rice- $ 261 Million
#2 Market for U.S. Corn- $ 2 Billion 

#1 Market for U.S. Fresh/Chilled/Frozen Pork- $1.4 Billion
#1 Market for U.S. Fresh/Chilled/Frozen Beef- $ 1 Billion
#1 Market for U.S. Wheat- $ 578 Million

全ての農業関連輸出額
$ 121 億ドル (2016)

日本はアメリカにとって第３番目の大豆輸出国

Source: 2016 USDA-FAS Global Agricultural Trade System (GATS)



アメリカ国内で生産されたノンGMO大

豆は、生産から流通に至る各段階で、
他のGMO作物との混入が起こらない
よう厳格に管理されています。

また輸出中、集荷所や他施設など輸
送拠点が変わる毎に管理状況を☑し

た上で、証明書を発行しており、アメリ
カ国内でのIPハンドリングはもちろ

ん、輸出先国内においても徹底した分
別管理が実践されています。

アメリカ産ノンGMO大豆生産から流通



• アメリカのノンGMO大豆の85.5%は契約栽培

• 2016年、食品大豆として「契約」されたノンGMO

大豆の作付面積の割合

– 2015年比 8.2 ％ 増 ↑

・ アメリカのノンGMO大豆生産は近年増えている

・ アメリカの１年間のノンGMOの大豆生産量は日本

の豆乳向け大豆年間使用量の約100年分に相当

500万トン÷ 5万トン ＝ 100
Hectares

ヘクタール
Source:  2016 US Food Grade Soybean Quantification Study

出典： 2016年アメリカ食品大豆定量分析

食品大豆の
総耕作面積

その他

2016年のアメリカ産 ノンGMO大豆生産





WHY?
サステナブルなアメリカ大豆



・次世代のニーズを
満たす能力を高めつ
つ、現在のニーズを
満たすことを表す。



消費者のサステナブルな製品への期待は高まっている
「フォーチュン・グローバル500」に名を連ねる企業の75%以上が

サステナビリティレポートを発表しており、原料/食材のサステナビリ
ティに関する精査が厳しく行われるようになっている



• 信頼できる、一貫した長期的な供給を確保

• 高まる最終消費者の環境に対するニーズ

を満たす

• 地球や人々に与える影響を低減

• 国際的に開かれた市場を維持

• 顧客の経済的利益の達成に役立つ

サステナビリティは企業の顧客やその先の顧客にとっても重要な問題



© George Thomas 

Field to Market: The Alliance for Sustainable 
Agriculture focuses on defining, measuring and advancing the 
sustainability of food, fiber and fuel production

フィールド to マーケット: 食品・繊維・燃料生産のサステナビリティの
定義、測定、推進に注力する米国の持続可能な農業連合



農業のサステナブルな成果
を提供するサプライチェーン
の統合



Supply chain projects: 

Direct engagement 
in continuous improvement

Grower Field prints: Individual 
opportunities for continuous 

improvement

National indicators report:

Documentation of overall trends 

Public data and models |     Collaboratively developed  | Outcomes based

フィールド to マーケットの成果物

国の指標報告 生産者の作業活動分析など サプライチェインプロジェクト



• 2020:  100% の主原料

• 2020:  100% の大豆レシチン

Source:  Kellogscompany.com

サステナブルな原料の約束



アメリカ大豆サステナビリティ認証プロトコル（SSAP）

• 第三者によるサステナビリティ認証は、世界で増え
つつある消費者のサステナビリティに対するニーズ
に応えることをお手伝い

• 大豆バリューチェーン全体にわたって環境・社会的
責任を促進する



アメリカ大豆サステナビリティ認証
プロトコル（SSAP）

• 米国環境保全法制度に基づく

• 参加は毎年決定する

• 集約的／マスバランス（物質収支）を考慮したアプローチ

• 定量的な基準に基づいた成果

• 第三者による監査

• 認証

• EU配合飼料製造者連盟（FEFAC）の大豆調達ガイドライン

に合致したベンチマーク

• 継続的な改善目標

☞ 資料ご希望の方はUSSEC までご連絡下さい ☎ 03-6205-4971



アメリカ大豆サステナビリティ認証プロトコル

管理方法と規則を定めた4つの柱
1. 生物多様性および高い炭素貯蔵量

– 湿地、草地、森林および生物多様性

2. 生産活動

– 保全耕起法、輪作、精密農業

3. 一般市民および労働者の健康と福祉

– 環境保護庁（EPA）、雇用機会均等（EEO）、労働安全衛生局（OSHA）

4. 継続的な改善

– 土壌保全留保計画（CRP）、保全プログラム、訓練および情報の共有



アメリカ農務省の保全への取り組み

農業保全の向上は80年以上にわたって取り組ま
れている

• USDAは保全プログラムにかなりの投資を行っており、1万
2000人以上の職員が保全とコンプライアンスにあたってい
る。2014〜2023年の保全対策には570億6000万ドルが
投じられる予定。

• USDAはアメリカのほぼ全ての郡を含む、2万2000カ所以
上に保全対策事務所を置いている。

• USDAは生産者を調査し、生産と環境に関する基準を提供
している。

• 農場法（1985年）により、農場の保全に焦点が当てられる
ようになった。

出典：農場法（2014年） USDA

アメリカ農務省自然資源保全局



Sustainability by the numbers

出典：輪作：USDA Economic Research Service (ERS)  水管理：USDA Ag Census 2012  省耕起：USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)  害虫管理：Best Practices Report, United Soybean Board, October 2014  栄養分の管理：Best Practices Report, United Soybean 
Board, October 2014  継続的な記録：USDA Natural Resources Conservation Service (NRCS)  保全：USDA FSA

数字で見るサステナビリティ
アメリカの大豆生産者は、毎日、毎年、多くの持続可能な生産活動を実践しています。また、
未来に向けサステナビリティを改善するため継続的に取り組んでいます。

輪作

水管理 害虫駆除

保全栄養分の管理 詳細な記録

アメリカ大豆の作付面積の70%
は、不耕起法を含む保全耕起を
行っています。

アメリカの農地の10%は、環境保

全上重要な地域を守るため休耕
しています。

アメリカの大豆生産者の95%は、害

虫管理のため毎シーズン、生産者
自身が圃場の調査を行っています。

アメリカ大豆の作付面積の94%は継

続的に輪作されており、生物多様性
の向上に貢献しています。

アメリカの農地の94%は灌漑を
利用していません。

アメリカの大豆生産者の92%は、適

切な栄養水準を維持するため、土
壌の状態を検査しています。

アメリカの群の95%は、土壌マップを

持っておりデータはオンラインで公開
されています。

省耕起栽培



Decreases achieved in:        

Carbon Emissions        

Energy/Fuel Use        

Greenhouse Gas        

Soil Erosion

U.S. Farmers have 
increased their yields 
by 55% on roughly the 

same amount of land 
through conservation 

practices.

サステナビリティはアメリカの大豆農場から始まる
~ 生産量を増やす一方で、環境リスク 要因を大幅に減らしている ~
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サステナブルな認証付大豆は2013年に開始
2016年 720万トン以上を対象に認証が発行された

27カ国、50以上の認証輸出業者



認証を受けたサステナブルなアメリカ大豆を出荷する輸出業者

Knewtson 
Soy Products

Montague Farms, Inc.

BLUE HORIZON INC



サステナブルなアメリカ大豆のロゴ

• 北アジア（台湾、韓国、日本、
中国）とフィリピンでパイロット
プログラムを展開

• 複数の企業が北アジアで使用
している



サステナブルな食材調達を取り入れる企業側のメリット

• ブランド価値を向上できる

• より信頼できるパートナーであるサプライヤーを特定する

• 従業員の関心を引きつけ、離職率を低く抑える

• 事業効率を大幅に改善する

• 新しい収益の流れを作り出す

• ステークホルダー/株主の期待に応える



サステナブルなアメリカ大豆のロゴ 使用例-台湾 大豆油



サステナブルなアメリカ大豆のロゴ 使用例-台湾 大手豆乳



アメリカの大豆生産者にとって、持続可能な生

産活動の継続的な改良は80年にわたる伝統と

いうだけでなく、増え続ける人口を養いながら

環境への影響を最小限に抑えるための未来を

見据えたものです。

For U.S. soybean farmers, continuously 
improving upon sustainable practices is 

not just an 
80-year heritage, 

it’s a vision for feeding a growing 
population 

while minimizing the impact 
on the environment.

USSECのビジョン



While the U.S. Soybean Export Council (USSEC) does not guarantee the forecasts or statements of USSEC Staff or Contractors, we have taken care in 
selecting them to represent our organization. We believe they are knowledgeable and their presentations and opinions will provide listeners with detailed
information and valuable insights into the U.S. Soy and U.S. Ag Industry. We welcome further questions and always encourage listeners to seek a wide 
array of opinions before making any financial decisions based on the information presented. Accordingly, USSEC will not accept any liability stemming from 
the information contained in this presentation.

USSEC.ORG  |  USSOY.ORG 


