
１０ 食品系 

 

2014 年 04 月 「食の戦争」 鈴木宣弘 文春新書  

食料に安さだけを追求することは、命を削ることと同じである。次の世代に負担を強いるこ

とにもなる。そのような覚悟があるのかどうか、ぜひ考えて欲しい。 

我が国における現実は、流通・小売部門のマーケットパワーが相対的に強くなりすぎている

こと。流通・小売部門の「買いたたき」、「不当廉売」、「優越的地位の乱用」の可能性である。

食料市場における公正な競争のあり方をしっかり議論すべきときが来ていると考えるべき

ではないか。 

スイスで小学生くらいの女の子が 1 個 80 円もする国産の卵を買っていたので、なぜ輸入品

よりはるかに高い卵を買うのかと聞いた人がいた。すると、その子は「これを買うことで、

農家の皆さんの生活が支えられている。そのおかげで私たちの生活が成り立つのだから当

たり前でしょ」と、いとも簡単に答えたという。 

食を極端な価格競争に巻き込むのは危険である。見えないところで節約するために、加工食

品やレストランで、食材に農薬や窒素がどれだけ入っていようが関係ないということにな

ったら大変である。これは販売戦略以前の問題である。端的に言えば、人の命、子どもたち、

我々の子孫の健康を蝕んで儲けても、何になるか、ということになろう。 

消費者の購買行動が問題だと言う見解もあるが、「本物」でないと買わない消費者を育てる

こともまた、食の安全を確保する上では大切なことではないだろうか。そのためには、十分

な情報開示を行うことが先決であろう。加工食品や外食における原材料の原産地表示の徹

底も課題となる。 

すでに日本の農産物の9割の品目は非常に低関税なのである。すべての関税を撤廃するTPP

で残り 1 割の「最後の砦」が崩されれば、コメ、小麦、サトウキビ、ビート、じゃがいもな

ど、土地面積に絶対的に制約される品目の生産が大打撃を受ける。 

人々が安全な食料を安定的に得られることは人間の生存に不可欠であり、国家として守る

べき義務があるはずだが、むしろ、社会の相互扶助のルールを壊し、競争を徹底することで、

それが崩されつつある。いま進んでいる事態は、安さを求める激しい競争の中で、安全性へ

の配慮や安全基準がおろそかにされ、食料生産そのものや食ビジネスの利益が一部の国や

企業に偏って、世界の人々への安全な食料の安定的な供給の確保が脅かされているという

事態だ。これ以上、一部の強い者の利益さえ伸びれば、あとは知らないという政治が強化さ

れたら、日本が伝統的に大切にしてきた助け合い、支えあう安全・安心な社会は、さらに崩

壊していく。競争は大事だが、あまりにも競争に明け暮れる日々は人身も蝕み、人々は心身

共に疲れ果てる。 

ビジネスの日本は「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」でなくては持続で

きないことが忘れられている。「今だけ、金だけ、自分だけ」はその対極だ。 

農産物を安く買い叩いて儲かったと思っている企業や消費者がいたら、これも間違いであ



る。それによって、国民の食料を生産してくれる産業が疲弊し、縮小してしまったら、結局、

みんなが成り立たなくなる。 

 

2014 年 5 月 「日本漁業の真実」 濱田武士 ちくま新書  

鮮魚販売は専門性を問われることから、かつては専門店の独壇場であった。そこでは、丸魚

を主体とした“プロモーション”が行われていた。つまり、魚の食べ方、料理方法を教える

対面販売である。 

90 年代以降に躍進した大型小売店舗の鮮魚売り場は“鮮魚”とはいえ、丸魚の品揃えはご

く限られている。多くは消費者の「まとめ買い」のニーズに応えるべく加工され、トレーに

パッキングされた冷凍物か、解凍商品である。 

魚類のライフサイクルは、成魚→卵→仔魚→稚魚→成魚となっているが、養殖業に於いてこ

れらすべてを人工的な生産に完全に依存できているのは、マダイ・ヒラメ・トラフグなどで

ある。 

日本漁業が今後再生･維持していくためにできることはかぎられている。まずは「漁場の維

持・保全・再生」である。藻場・干潟の再生、海底清掃・海底耕転、植林、保護区の設置な

ど海の基礎生産力をとりもどす活動なくして、豊かな海は維持できない。漁業は資源を再生

産させる自然環境がなければ成り立たない。種苗放流など資源培養の取組みも重要である

が、環境再生を図る地道な活動が漁業再生の礎となる。 

卸売市場は、魚と人が出合う場であり、人と人が出合う場でもある。水産物の流通とは、平

たく言えば「魚を取り扱う人たちのネットワーク」である。そのネットワークの拠点が卸売

市場である。卸売市場は、そのネットワークの中で、地元の魚屋を育て、さまざまな産地を

開発してきた。つまり卸売市場は、消費地の末端ユーザーとたくさんの産地を結ぶ大事な拠

点として存在してきたのだ。だが、これまで量販店のバイイングパワーに翻弄され、産地か

らは弱腰だと言われ、その板挟みの中で、市場流通ばかりが美化され、この拠点の存在を否

定する話が多くなっている。 

 

2011 年 05 月 「日本は世界 5 位の農業大国」浅川芳裕 講談社α新書  

カウントされていない畑での大量の廃棄物、そして非販売農家の自給とおすそわけ生産量

を加えれば自給率は 60%を超えるはずだ。 

戸別所得補償モデル対策の対象農家数は、コメを例にあげると 180 万戸ほど。そのうちの

半数以上が 1 ヘクタール未満の農家で、農業所得は数万円～マイナス 10 万円程度である。

総所得に占める農業所得の割合は 1%未満。こんな彼らに 1 兆円の税金の大半が支給され

る。 

農水省の天下り団体「農畜産業振興機構」によるバター輸入の独占業務がある。 

豚肉はまず基準輸入価格を決める。それより安い輸入豚肉は基準価格との差額を関税とし

て徴収する。安いものも高いものも関税によって強制的に同じ価格にする仕組みがある。 



農水省は政府全体の統計担当者の約 70%に当たる 3000 人を抱え、国の統計予算の 30%を

使い、自給率の資料作りに今日も励んでいる。ほとんど農業生産に寄与していない 200 万

戸弱の擬似農家の統計をとっている。 

約 200 万戸の販売農家のうち、売上げ 1000 万円以上の農家はわずか 7%の 14 万戸。しか

し彼らがなんと全農業生産額 8 兆円ﾉｳﾁﾉ 60%を産出しているのだ。一方売上げ 100 万円以

下の農家は 120 万戸も存在する。これら大多数の趣味的農家や兼業農家が日本農業を代表

しているかのような偽情報が氾濫している。 

低い自給率を根拠に農水省が特定作物に補助金をつける現行の制度は、農家の経営の足か

せになっている。 

 

2009 年 4 月 「イワシはどこへ消えたのか」 本田良一 中公新書  

「レジューム・シフト」という考え方は、環境は一定の法則をもって十数年のスケールで変

化する。環境は大気―海洋―海洋生態系という地球システムとして変化し、水産資源の魚種

交代を促す。 

マイワシと気候変動は､北太平洋で大規模に発生するアリューシャン低気圧が強くなると、

親潮（千島海流）が南下し日本近海の海が冷やされ、マイワシの成長に好ましい「寒冷な海」

になる。同時に海面近くの海が冷やされ、重くなって海底へ向けて沈み、海の中がかき混ぜ

られる。すると、深層のリン酸塩や硝酸塩などの栄養塩が海面近くへ上がってきて、植物プ

ランクトンが増殖し、それを食べる動物プランクトン、マイワシが増える。 

マイワシはピークだった 1988 年に比べて未だ漁獲量は 50 分の 1 にも満たない。十数年周

期で変わるのであれば、もうそろそろ復活の兆しくらいはみえてもいいはずだが、そんな兆

候はない。なぜだろうか。 

「寒冷な海」から「温暖な海」へ環境が変化することによって、キンキやカレイ類は稚魚の

生存率が高くなる。その場合、一定期間、漁獲しない保護区や禁猟区を設けて、生まれる小

さな魚を獲らない仕組みを作る。増えようとする自然の力を上手に利用し、資源を増やして

いく。マイワシ、マサバは資源回復期の獲りすぎによってその芽を摘んでしまった。 

2007 年までの約 100 年で、日本海中部の海域平均海面水温の上昇温度は 1.7･c。魚の体感

温度は人間の 3 倍という。 

サンマは資源回復期の漁獲を成功させた例。断トツの資源量を誇る。 

いまサンマは漁獲可能量（TAC）制度の設限値で規制されて漁獲量が十分ではない。サンマ

を使えば安全な国産魚粉を作ることができる。日本国内の魚粉工場はいま、約 20%の稼働

率だから、いつでも魚粉の増産は可能だ。輸送中の魚粉の乾燥・発火を防ぐために添加され

るエトキシンなどを使う必要もなく、安心・安全な養殖が可能になる。 

たとえば北海道の檜山沖の漁業者たちがスケソウ資源を維持するため、TAC が残っていて

も漁を切り上げると、そのことが「実績」となり、翌年以降の TAC が削減されれうことに

もなる。資源管理の取組みがまったく評価されないどころか、逆に漁業者にマイナスに仕組



みが働く。 

地球環境である水産資源を利用する漁業はどうあるべきか。環境との両立、調和という考え

ではいけない。両立を考えると資源をつぶし、漁業もダメになる。まず人類共有の財産であ

る海の資源、地球環境を守ることを考えなければならない。海の資源を単なる人間の食欲の

対象にしてはいけない。漁業問題は地球環境問題である。日本は世界有数の漁業国なのだか

ら、地球環境を守るために世界に対する責任がある。 

 

2008 年 10 月 「飢餓国家ニッポン」 柴田明夫 角川 SSC 新書  

2000 年代に入ってからは、中国やインドなどの超大国が持続的高度成長過程に入ったこと

により毎年、新たな資源需要が喚起され、それらの累積的効果が需給逼迫となって市場に顕

在化するようになった。これは中国などが先進国に向かうまでの「過渡期の現象」といえる

が、通常思い浮かぶ 1 年や 2 年、あるいは 5 年といった時間軸の現象ではない。 

穀物に限らない。原油や鉱物資源など最近のあらゆる資源価格高騰に共通することは、「旺

盛な需要に消費拡大が追いつけない」という現象であり、いわば「需要ショック」とも称せ

るような現象が生じているのである。しかも現在は、1970 年代の石油危機や食糧危機騒動

と違って、「資源の枯渇」と「地球温暖化」という 2 つの危機に直面しているため、価格が

高騰しても資源開発の余地が限られる。 

日本が「高い値段を払えば食料はいくらでも市場で手に入る」時代は終わったといえよう。

穀物価格の高騰はすでに、日本の消費者や畜産農家を直撃している。わが国は、耕作放棄や

生産調整を行っている場合ではない。生産調整地での飼料用米の生産をはじめ、農業技術、

環境対応、人材などあらゆる資源を総動員して、早急に来るべき食糧危機に備えるときが来

ている。日本農業の疲弊ぶりを考えると、残された時間は少ない。 

食糧は人間の生存、生命に直接かかわる貴重な商品だ。需給がタイトになったとたん、食糧

はこれまでのようにカネさえ出せば市場でいくらでも調達できる市況状況ではなくなる。

食糧小国・日本は今、瀬戸際に立たされている。それでもなお日本の消費者が世界の現実に

関心を払わないなら、この国の食糧供給態勢は長くはもたないだろう。 

世界で小麦、トウモロコシ、コメがそれぞれ年間 6 億トン以上生産されている。 

ブッシュ大統領は 2007 年の一般教書演説で「20in10」という言葉を用いて驚くべきことが

提唱された。2017 年までの 10 年間に全米のガソリン消費量を 20%削減する。細かく言え

ば、燃費効率により 5%ガソリンを減らし、残り 15%はエタノールで置き換える。それを実

現するため 2007 年の 70 億ガロンだったトウモロコシを中心とする再生可能燃料の生産を

350 億ガロンまで増やすというのだ。現在のエタノール工場の能力では、1 ｶﾞﾛﾝのエタノー

ルを生産するのに 0.35 ﾌﾞｯｼｪﾙのトウモロコシを必要とする。したがって 350 億ｶﾞﾛﾝのエタ

ノールを作るためには 122 億 5000 万ﾌﾞｯｼｪﾙのトウモロコシが必要ということになる。こ

れは、米国のトウモロコシ生産量のほぼすべてだ。 

世界では飢餓に苦しむ人々がいるのに、穀物をガソリン代わりの燃料にするため膨大に消



費することが倫理的に許されるか、という議論もある。反米姿勢で有名なベネズエラのチャ

ベス大統領などは機会あるごとに「ブッシュは悪魔だ」とまで非難している。また途上国の

熱帯雨林ではプランテーションや焼き畑農業のために森林が潰され、二酸化炭素を吸収す

る森林の伐採が問題視されるようになっている。熱帯雨林を伐採してまでバイオ燃料の原

料を生産すれば、地球温暖化をさらに促進し、貴重な生態系を破壊するという批判もある。 

日本の消費者にも、いたずらに霜降りの肉ばかり求めるような美食、飽食の時代の意識の変

革が求められる。世界を襲いつつある食糧危機に注意を払い、食糧の高騰どころか途絶と言

うパニックを回避するため、あらゆる手立てを講じて食糧を確保できる体制を構築してい

かなければならない。それが食糧小国・日本がすぐに取り組むべき緊急の課題だ。 

原油をはじめとする資源市場で起きている現象は確かにマネーゲームの側面は強いが、単

なる周期変動でもなければ投機マネーのマネーゲームでもない。生産は拡大している。しか

し消費の伸びはそれを上回っている。そこに根本原因があるのだ。 

ここ数年、石炭、銅や亜鉛、鉛などの非鉄金属、鉄鉱石、非鉄、レアメタル、天然ゴムなど

あらゆる資源が、これまでとは異なる価格の上昇を示している。これは実需を背景にこれま

での安い価格から高い価格へ資源の価格帯が変わろうとしているのであり、価格の均衡点

の変化というパラダイムシフトだ。その一連の動きが、穀物市場でも起こったとみるべきだ。

これは一過性の現象ではない。価格は高止まりするか、さらに一段と上がる可能性が高い。

これが私の主張である。 

原油でいえば、2008 年 4 月時点でニューヨーク商業取引所 WTI 原油先物市場の取組み残

高に原油価格をかけると 1500 億ﾄﾞﾙ規模となる。一方、実需は国際エネルギー機関（IEA）

の見通しでは 2008 年の生産・消費は日量 8700 万ﾊﾞﾚﾙほどであり、1 ﾊﾞﾚﾙあたり 120 ﾄﾞﾙと

しても 100 億ドルくらいにしかならない。 

世界の 1ha 当たりの単収は、この 40 年間で 1.38 ﾄﾝから 3 ﾄﾝに倍増した。特に 1980 年以

降の食糧増産は、もっぱら単収の上昇で達成されたものといえる。それを可能にしたのが灌

漑農業だ。ただし、灌漑農業は大量の地下水を必要とするケースがある。そのため食糧増産

を達成した世界各地で、地下水の枯渇が懸念される事態となっているのだ。 

世界の水利用は 1950 年には 1 兆 4000 万 m3 だったが、それから 45 年後には 3 兆 7000 万

m3 と約 2.6 倍になった。世界の水需要は毎年 1.5%も伸びている。同じ時期の人口増加率

を上回る増加ペースだ。利用される淡水のうち、7～8 割が食糧を生産するために使われて

いる。食糧生産のためには大量の水が必要で、コメなら 1kg 作るのに 2600kg、小麦なら

1150kg、牛肉なら 16000kg もの水が必要となる。 

世界最大のコメの輸出国であるタイの輸出米価格は、2002 年には 1 ﾄﾝ当たり 170 ﾄﾞﾙほど、

2008 年の年初は 370～380 ﾄﾞﾙと、コシヒカリの 7 分の 1 ほどの価格で取引されていたが、

同年 4 月に急騰。一時 1000 ドルを超えてしまった。新潟産コシヒカリ 1 ﾄﾝの 30 万円に対

してバスマティ米の 15 万円と、内外価格差が急速に縮まっている。ひょっとすると、日本

米がこれから国際競争力を持つことも十分考えられる。他の穀物も上昇中だ。小麦は過去 30



年間にわたって 1 ﾌﾞｯｼｪﾙ（27.2kg）あたり 3 ﾄﾞﾙ台、つまり 1 ﾄﾝ当たり約 110 ﾄﾞﾙでほぼ一

定だった。産出国のアメリカなどから小麦を日本へ運ぶための運賃は 1 ﾄﾝ当たり 20 ﾄﾞﾙほ

どだったから、小麦の価格はトータルで 1 ﾄﾝ当たり 15000 円ほどだったわけだ。これが現

在では、小麦価格が 1 ﾌﾞｯｼｪﾙ当たり 9 ﾄﾞﾙ（1 ﾄﾝ当たり約 330 ﾄﾞﾙ）に上がり、運賃が 1 ﾄﾝ

当たり 160 ﾄﾞﾙだから、トータルでは 5 万円を越すようになってしまった。パンやうどんの

値段が上がるのも無理はない。国内米に比べれば依然として安いが。価格差はかなり縮まっ

てきているのである。 

食糧価格が上がることで最も影響を受けるのは、間違いなく貧困層だ。単純に考えて穀物の

価格が 3 倍になれば、途上国援助を行う国連世界食糧計画が買える量は 3 分の 1 になって

しまう。最も貧しいアフリカの場合、サハラ砂漠以南では、1 日 1 ﾄﾞﾙ未満で暮らす貧困層

が人口の半分近くになるという。今の食糧価格の高騰で日本の消費者には不満も多いだろ

うが、アフリカでは生死にかかわる問題になっているのだ。 

これまで述べてきたように、原材料となるコモディティの価格が急激に上昇しているため

だが、この事態は「価格革命」ともいうべき大変化であって、一時的にちょっとした値上げ

が起きているのではない。今までのような「コモディティが安い時代」が終わり、新たな価

格帯を探る展開になってきている。企業活動の前提となってきたステージが終わり、新たな

時代になろうとしていると考えたほうがいい。 

昔の安い原材料価格を前提にビジネスを考えている企業は考えを改める必要がある。「価格

は上げまい」というこれまでの延長線上でいくと、夢も希望もないのである。企業も国も消

費者も値上げを容認したほうがよい。その結果、企業は「創意工夫」を迫られるし、促して

いくことが必要だ。消費者の多くは企業の従業員であるから、企業が経営的に落ち着かない

と賃金も上がらないと考えるべきだ。 

なぜ中国で環境破壊が進んだのかと言えば、「資源価格があまりにも安すぎたからだ」とい

う。資源の浪費を重ね、その結果が環境破壊につながったのだ。「これからは成長率を 2%前

後落としても、環境を重視しなければいけない。そのためには経済原理だけでは不十分で、

国民の意識の改革が必要。」という。これは経済原則ではなく、意識の問題だ。では、どう

やって意識を変えるのか。価格を引き上げるしかない。価格が押しあがらなければ、環境対

応、省エネ、省資源の意識は高まらないものだ。「資源外交」もいいが、環境対応、省エネ、

省資源というような日本の文化、ノウハウ、いわゆる「ソフトパワー」を広めていく。「見

習われる文化は、文明として伝播する」まさに日本はそういう力をもっている。 

もはや、世界を頼りにすることはできない。日本は、耕作放棄やコメの生産調整を行ってい

る場合ではない。生産調整地での飼料用米の生産をはじめ、農業技術、環境対応、人材など

あらゆる資源を総動員して早急に自給率を引き上げ、来るべき食糧危機に備えるときがき

ている。 

 

2008 年 9 月 「食が危ない」 河上多恵子 PHP Paperbook  



葉モノ野菜は国内で生産されていてもカロリーが低いので、総カロリーに占める率はごく

低い。また畜産物、たとえば豚肉や牛乳は国内で生産されていても、飼料が輸入なら、それ

に相当する部分は海外生産とみなされる。そのため毎日の食料の 39%しか国内で生産され

ていないという結果になった。2006 年度は一人 1 日当たり食べ残しロスも含めて 2548kcal

供給している。生産額ベースの総合自給率は 68%。 

 

2008 年 08 月 「これから食えなくなる魚」 小松正之 幻冬社新書  

国内の養殖はエサの輸入依存度が高くなっており、実質的な自給率は 20%程度しかない。

南半球の国から赤道を越えて入ってくる魚粉には、発火防止のための抗酸化剤であるエト

キシキンが入っているため安全性で問題がある。 

日本の水産予算が欧米に比べて見劣りするわけではない。しかし日本では予算の 2/3 が漁港

整備を中心とした公共事業に使われてしまう。漁船とかシステム改善に回される予算はほ

んのわずかでしかない。 

魚は、保護と持続的な利用が求められる貴重な「資源」である。 

漁師が目先の損得で行動してはいけないのと同様、消費者も単に安い魚を食べていれば幸

せになれるというものではない。日本人の共有財産を「消費」するのではなく、将来にわた

って大切に育てていくことこそ、われわれの食にも、水産業にも、子々孫々の健康のために

も、とても大切なのである。 

 

2008 年 5 月 「穀物、供給拡大下の高騰」 日経 

現在は穀物の生産が増加しており、供給面の不安感は乏しい。今回の穀物高騰の背景にある

のは需要拡大だ。 

 

2008 年 04 月 「日本の「食」は安すぎる」 山本謙治 講談社新書  

農薬が危険だと思うのなら、それについて勉強し、その上で意見するなら、生産者サイドも

一層真剣に耳を傾けようという気にもなるだろう。しかし、現状では“難癖をつける”とい

うレベルの消費者があまりにも多いため、辟易している生産者も少なくない。この現状は、

消費者にとっても、生産者にとっても不幸な話だ。安全に対して生産サイドに求めるのであ

れば、「どのくらいの安全を求めるのか」という基準を持つことから始め、何が危険である

のかといったことを理解しようと努力すべきではないだろうか。 

高度経済成長期の中程までは、モノを生産・製造する側の力が強い売り手市場だった。それ

がバブル崩壊前後から、明らかに消費者側に力がシフトした。流通においては、大手スーパ

ーや外食チェーンといったプレーヤーの力が強くなったわけだが、彼らにとってのお客様

は消費者である。つまり、消費者は「買う、買わない」という行為によって、もっとも強い

力を持っている。 

2007 年初頭、大根やキャベツが大量に余り、産地で廃棄処分するという出来事があった。



このとき、テレビのニュースでは、畑にあるキャベツをトラクターが踏み潰しているシーン

が流された。すると国民全体から「もったいない」の大合唱が起こり、果てには、農林水産

省が有識者を集めて、産地廃棄をどうしたらいいのかという会議まで行ったのである。私は

この騒動の間に、消費者から発せられて様々な解決策を聞いて、心の底から「消費者って勝

手だなぁ」と思った。それは、たとえばこんな声だ。 

「日持ちする漬物にして、後で販売すればいいじゃないか」言うまでもなく、その当時の漬

物会社の生産ラインはフル操業だったはずだ。それよりもあなたが余分に買って漬物を作

り、家庭で消費するという考え方はどうだろう。 

「世界中で飢えに悩む人たちに送ってあげられないだろうか」安くなって困っている生産

者たちが、さらに費用をかけて世界に送るというのは、非現実的だ。それよりあなたが買っ

て、それを送る仕組みを考えてくれないだろうか。 

「生産者はあんなことをして、もったいないと思わないのだろうか」想像力に乏しい勝手な

意見だ。せっかく育てた作物をつぶすことでいちばん悔しい思いをしているのは生産者に

決まっているじゃないか！ 

このように、産地廃棄についての意見を見ていくと、対岸の火事としての見方が多い。もっ

たいないとは言うものの、行動に移せる人がどれだけいたのだろうか。 

ここの水がまずいから、外から水を買いましたという行為は、水を運ぶときに排出される多

大な CO2 を増やすことにつながってしまう。それにもまして、その行為は「ここの水」を

よくするために何も寄与していないではないか。ここの水がまずいのであれば、美味しくす

るために必要な努力をするというのが筋なんじゃないだろうか。 

日本ではコンビニエンスストアへ行けば 24 時間いつでも弁当を買うことができる。でもそ

の一方、弁当工場は 24 時間体制で稼動し続けなければならなくなった。深夜の 2 時、3 時

でも人が働かなければならなくなった。 

2008 年福田総理の年頭所感に「政治も行政も、そして企業も、今こそ、生活者や消費者の

立場に役立つよう、発想の転換が求められていると思います」とある。しかし私の視点から

だと、すでに消費者は主役である。これ以上消費者寄りの政策を展開していくというのが、

果たして本当に消費者のためになるのだろうか。 

安い食を求め続けるということは、身近な日本国内の生産者・製造者を生活できない状況に

追い込んでいくということでもあるのだ。 

 

2008 年 02 月 「飽食の海」 チャールズ・クローバー 岩波書店  

一団のハンターが二台のオフロード車の間に幅 1.6km の網を張り、アフリカの平原を猛ス

ピードで突っ切っていく図を想像して欲しい。網の先端には巨大な金属ローラーがついて

いて、転がりながら障害物を粉砕し、ぺしゃんこにしていく。網が通った後に残されたのは、

畑をクワで掘り返した跡のような、奇怪で荒涼とした風景である。能率よく、無差別に動物

を殺戮するこの方法はトロール漁と呼ばれている。 



築地市場。ここは食物連鎖の頂点。海で泳ぐものは、いずれここにたどり着く。そう言われ

ている世界最大の魚市場だ。 

マグロの養殖は、種をまかずに刈り取りだけをしている唯一の“農業”である。本来はマグ

ロ肥育と呼ぶべきで、オーストラリアで始まった。乱獲の結果小さな魚しかいなくなったミ

ナミマグロを巾着網で群れごとさらってきて、海の中の生簀に放つのである。価値の低い野

生魚をえさにして与え、脂がのるようにする。だから養殖マグロのほうが野生のマグロより

トロが多い。当然高い値段で売れる。 

日本はおそらく間違いなく、主に台湾の違法延縄漁が捕ったマグロを、他のどこの国よりも

たくさん買っている。 

巨大なクロカジキからクロマグロに至るまで、資本漁業は世界の海で魚をと漁りまくって

きた。青いフロンティアはもう残っていない。1950 年に資本漁業が始まってからというも

の、魚資源量を 10%を切るまでに減少させてしまった。 

人類が生態系に与えた影響は、きわめて過小評価されている。大型動物相、海の大型捕食動

物、人間が最も重んじる種、これらの枯渇は、それぞれの魚やそれに依存する魚の未来にと

っても脅威であるばかりか、海の生態系の組織を総入れ替えしてしまうことすらありうる。 

生き残っている資源量をめぐる議論は相変わらずかまびすしい。衛星やセンサーを使って

最後の一匹まで捕まえようとしている。われわれは種によっては、本当に絶滅がすぐそこま

で迫っていることを理解しなければならない。 

ＦＡＯ（国連食糧農業機関）は世界の漁獲高は毎年増えていると報告した。1950 年には 4000

万トンだったのが 1990 年には 8000 万トンになった。1992 年にはタラが崩壊した。にもか

かわらず世界の漁獲高は増加し続けた。2000 年には 9500 万トンにまで増えた。しかしこ

れは中国の生産高が非現実的な数字だったためである。実は 1988 年以来世界の漁獲高は減

少している。 

統計に現れる魚の重量は水揚げされた重さである。脇によけておいた魚は含まれない。目的

の漁獲は 15%を閉めるに過ぎず、残り 85%は雑魚である。多少は地元で売れるものもある

が、ほとんどは売れる魚ではない。 

ニシンは政治家が科学者の忠告を実際に受け入れて回復した珍しい成功例なのだ。1970 年

代半ばの資源崩壊により、4 年間の禁漁が定められた。資源量は回復したが、戦後の水準ま

では回復しなかった。1990 年初頭に再度減少し始めたので 

1996 年には割り当てを半分に減らすという思い切った措置がとられた。以来、資源量は遅々

とではあるが増え続けている。 

ＦＡＯの推計によると、世界中の漁獲の約１／３（およそ２７００万トン）が無駄に捨てら

れているという。これに加えて、網やラインやワナにかかって死ぬか、けがで水揚げされな

かったたくさんの生物や、海底で殺された生物がある。これらを加えると、猟師による漁獲

総重量は年間２億トン以上になる。 

食用魚の重量の多くは、頭、軟骨、骨、内臓などだから、これらも捨てられるか処理装置に



かけられる。また工業製品や養殖用のえさを作るために捕まっている約 4000 万トンの魚も

計算に入れなければならない。食べられる魚の中には、猫などのペットのえさになるものも

ある。売れ残って無駄になった魚もいるはずだ。こうした無駄になった要素をすべて考慮に

入れると、タンパク資源として人や動物に食べられたのは水揚げされた 9500 万トンのうち

20%にも満たず、毎年海で殺される海洋動物の重量の 10%にしかならない。 

持続可能な開発のレベルは浅海魚の場合 20～30%であるのに対して深海魚の場合は 2%。 

80 年代半ばには魚がどんどん捕れたので、魚は最低でも 65 センチなければならなかった。

それより小型の魚は捨てられた。18 万キロの魚を捕るのにその何十倍もの魚が捨てられた。

自然は、タラのいなくなった海を、世界中の人の好物であるエビやカニで埋めてくれた。世

界中の人が嫌いなもので満たされることだってありえたのだから、ものすごく運がよかっ

た。 

カツオは水深 50m あたりを泳ぎ、キハダマグロは 75m より下、絶滅の危機に直面してい

るメバチマグロは水深 150mのところを泳ぐが、それでも安全な深さではなく、円周 1.8km、

深さ 240m の巨大な網で包囲してくる巾着網には捕らえられてしまう。 

1986 年と 1987 年にはノルウェーのサケ養殖場のすり身用にとカラフトシシャモが乱獲さ

れたせいで、えさ不足に陥ったタラは子ダラをえさとして食べてしまった。そして資源は急

減していった。 

「海は誰のものか？」という古い問いに対する答え。「海はみんなのものだが、誰のもので

もない」 

「未来の猟師は、どのくらい捕ったかではなく、どのくらい捕らないでおいたかによって評

価されるだろう」 

アラスカでは、マクドナルドのフィレやユニリーバのフィッシュフィンガーのために膨大

な量のポロックがフィレ加工されるが、そうしたポロックの廃棄部分は混穫されて捨てら

れる雑魚といっしょに「ゴミ」として煮詰められ、オイルになっていた。そのオイルの生産

量は年間 3 万トンにもなる。こうした魚油を、人間の魚油サプリメント、養殖魚えさ、動物

のえさとして利用するのはむつかしいことではない。またこれにより、こうした目的のため

に捕らえられる小魚の漁獲量を減らすこともできる。ところが魚油はこのようには使われ

ていなかったのである。実は、魚油は燃やされていた。コディアックにあるアラスカ大学の

漁業技術研究所のスコット・スマイリーによると、魚油の約 98%が燃やされているという。 

捕食魚の養殖産業全体の命運は、ペレット状のえさの原料になるイカナゴなどの小魚がこ

の先ずっと手に入るかどうかにかかっている。 

養殖サケは、体重の 3 倍のえさを必要とする。えさをわれわれがそのまま食べたほうがま

だましなのである。PCB やダイオキシン、抗生物質、殺虫剤、着色料の残留もない。 

遺伝子組み換え養殖魚は行き過ぎだと考えられている。心配するのは養殖魚が逃げて野生

種と繁殖した場合どうなるのか。 

家畜化されたサケは数世代ごには太っている。急流を遡上する必要もなく、けだるげに漂っ



ているだけだから、体重は増えるだろう。このような養殖サケが野生に飛び出し、野生種と

交配すると、野生種が生き残って再生する確立が損なわれるかもしれない。 

絶対に食べない種類：タラ、ホンマグロ、キャビア、スズキ、ハタ、フエダイ、ホタテガイ 

重要なたんぱく質源である魚について、資源的に問題があることを、われわれがまったく認

識していない。 

魚食文化が洗練を極め、その健康への効果を世界一の長寿国として証明してきた日本では、

魚、それも貴重な高級魚を食べることは美徳でこそあれ、なんらとがめられることではなか

った。グルメ番組はテレビを席巻し、日本中のレストランのイエローページ化している。 

だがこうしたグルメ番組や料理番組の中で、資源について触れたものには、ついぞお目に掛

かったことがない。番組の中で、貴重な大間の天然マグロを入手して使っている料理人は得

意げだ。しかしなぜ貴重かというと、美味しいことに加えて、魚が少なくなったからで、な

ぜ少なくなったかというと、捕りすぎたからにほかならない。いわゆるホンマグロはこのま

までは記憶の中だけに住む魚になってしまうだろう。 

現在の漁船は、軍事テクノロジーを利用した最先端技術を搭載しているから、どんな深海で

も、複雑な改定地形であっても漁ができるようになった。しかし世界中で漁業によって殺さ

れている海洋生物のうちで、人間や動物の口に入るのはわずか全重量の 10%にすぎない。

水揚げ高でみてもせいぜい 20%だ。あとはただ捨てられている。無駄死にである。 

食物網の頂点に立つマグロなど捕食魚が乱獲により減った結果、食物連鎖における漁獲対

象が連鎖的に低次元化し、われわれに最後に残されるのはクラゲとプランクトンのスープ

だろう。 

 

2007 年 11 月 「フードセキュリティ」 レスターブラウン  

「過剰揚水」「過剰耕起」「過放牧」、また海に目を転じれば「乱獲」があり、いずれも従来

の「増産」トレンドを、突然に「減産」に転じてしまう要因である。不連続の世紀がこの二

十一世紀であり、二十一世紀の食糧生産戦線は「突然」に激変するわけで、確かな予測をす

ることが、かつてないほど困難な時代なのだ。 

13 億人の胃袋を抱える大国は、世界穀物市場に頼ろうとしている。2004 年に中国が 800 万

トンの小麦を輸入したことは、世界の食糧経済が「過剰の時代」ではなく「不足の時代」に

移行し始めたことを示しているのではないか。」 

じつは私がもっとも心配しているのは食糧であり、農業である。世界の水不足はますます深

刻になりつつある。まさに二十一世紀は「水不足の世紀」といえる。温暖化も疑う余地がな

いだろう。この水不足と温暖化は穀物生産に大きなダメージをもたらすであろう。 

1950 年から 84 年にかけて、世界の穀物生産量は人口を上回る速さで増加し、一人当たり

の穀物生産量は 250kg から過去最高の 339kg へと 34%の伸びを記録した。食料の増産によ

って、多くの国で飢餓状態は大幅に改善された。しかし 1984 年以降は穀物生産量の伸びが

人口の伸びを下回るようになり、2004 年の一人当たり穀物生産量はかつてのピーク時より



9%減って 308kg となった。 

今日の世界経済は、地球に過大な要求を突きつけている。それは漁場の崩壊、森林の減少、

拡大する砂漠、二酸化炭素濃度の上昇、土壌浸食、気温の上昇、地下水位の低下、氷河の溶

解、牧草地の荒地化、海水面の上昇、干上がる河川、そして種の消失をもたらしている。 

世界の漁獲量は 20 世紀後半、つまり「膨張の世紀」の間に 5 倍になり、動物性タンパク質

に対する需要の伸びに応えてきたが、海洋漁業は、そのために持続可能な漁獲量を超えた操

業を余儀なくされた。そして新しい世紀を迎えた今、漁獲量の伸びはまったく期待できない。 

人間はさまざまな自然システムを利用して、生産活動をしているが、自ずから持続可能な生

産量がある。それを超えた生産活動をすれば、やがてその環境は変化を始め、いずれは修復

不可能なまでに劣化してしまう。この変化を起こす臨界点は「閾値」と呼ばれている。 

海洋漁場や放牧地が存在する時代は終わりを迎えている。魚や牛肉、羊肉への需要は、これ

らシステムの持続可能な産出量を超えてしまった。この二つの自然システムは限界に近づ

いており、動物性タンパク質の今後の増産は、大半が餌を与える飼育や養殖が担うことにな

る。 

伝統的な小麦やイネの品種は、その祖先である野生種が日光を得るために他の植物と競う

必要があったことから、茎の丈が高かった。しかし農民が雑草を取るようになると、岳が高

く成長することは、植物の代謝エネルギーの浪費でしかなかった。品種改良は、小麦やイネ

の茎を短くすることで、光合成物が茎にまわる量を減らし、種子にまわる量を増やした。 

年間最大 1 億トンの穀物を輸出しているアメリカは、チッソ、リン、カリウムなど植物の生

長に必要な養分を 200 万～300 万トンも輸出していることになる。化学肥料の使用は、ア

メリカのコーン・ベルトの穀物輸出による養分流出を補っている。 

2001 年 4 月 18 日、アメリカ西部地域は飛んできた砂に覆われた。同月 5 日に、中国北西

部およびモンゴルで発生した巨大な砂嵐は宙に舞い、ここに降り注いだのである。中国で直

径 1800km に達していた砂嵐は、最大 1 億トンの表土を運び去った。この表土というもの

は、生命維持に不可欠なものであり、自然作用によって生成されるには数世紀を要する、大

切な自然資源のひとつである。 

土壌は数千年かけて堆積する過程で植物を支え、また植物は土壌を侵食から守っていた。こ

うした植物と土壌の関係が、長い地質年代を経てもたらした表土の堆積が、土壌の生物学的

生産力の源である。 

世界全体で見ると、豊かな人々がクルマを持つようになり、十分な食糧が得られず栄養不足

に陥った人々と土地を奪い合っている。途上国の政府は総じて栄養不足への対策を犠牲に

して、その対策財源を自動車用の公共インフラに転じている。 

作物の成長過程でもっともダメージを受けやすい時期は、種子形成の直前の受粉期である。

IRRI の研究例により 34･c では稲穂に開いた花は、ほぼ 100%が籾になるが、40･c ではご

くわずかしか稔らず、不作になることがわかった。 

インダス川、ガンジス川、メコン川、長江、黄河といったアジアの主要河川ははぼすべてヒ



マラヤ山脈に源を発している。そのヒマラヤ山脈の氷河が融解し、雪原が減少している状況

は、アジア諸国にとって憂慮すべき事態である。 

2003 年後半～04 年前半にかけてオーストラリア、アメリカ、カナダから 800 万トンの小

麦を輸入し、自給自足を原則としていた中国も、世界最大の小麦輸入国に転じた。 

中国がいかに短期間で輸入頼みの状況になりうるかは、大豆の例からもわかる。1997 年の

時点では基本的に自給自足していたが、2004 年には 2200 万トンを輸入、かつての最大輸

入国である日本の 500 万トンを大きく引き離した。巨大で活発な経済力をもつ中国の輸入

需要は全世界を震撼させかねない。2004 年初めには中国の需要急伸とアメリカの 2003 年

度 の 減 産 が あ い ま っ て 、 大 豆 の 世 界 価 格 は 一 時 2 倍 を 記 録 し た 。

  

2004 年に 1000 万トンに達した中国のコメ生産量の不足が、世界市場を脅かしている。は

たしてどの国がそれだけの輸出をできるか。 

穀物の在庫データの公表を拒み、国際社会の推定にまかせる中国政府の態度は、残念ながら

フード・インセキュリティの一因となっている。情報を隠して、中国のバイヤーが世界市場

で優位に立つ一方で、世界はこの膨大な輸入需要への協調的な対応がきわめて難しくなる。 

20 世紀後半、人口と経済が劇的に拡大するにつれ、世界は「いつの間にか」新しい時代に

すべり込んだ。経済が「地球の限界」に迫り始めたのである。 

「食糧増産が世界的に手詰まり状態にあること」を明確に認識する人々からは、「人口予測」

についての懸念が提供されている。予測される人口増加が現実のものとなっていけば、その

過程で「人口と食糧」との「人道的なバランス」が維持できなくなるであろうという予測で

ある。それは栄養不足というより、深刻な飢餓すら広範に発生することである。 

このまま進めば、世界のフード・セキュリティは遠からず崩壊するであろう。「自然システ

ムの限界」を地球の厳然たる事実として認識し、政策の優先順位を国家レベル、国際レベル

で一大転換しなければ、「テロリズムの脅威」よりも、はるかに大きな「飢餓の脅威」が、

現実のものとなってしまうだろう。 

市場システムの三つの失敗： 

１．市場価格の多くのものが環境負荷へのコストの負担を反映していない 

２．自然の持つ多面的な機能を正しく評価していない 



３．漁場、森林、放牧地、地下水といった、生態系の維持可能収量の限界に配慮していない 

レスターは経済学の宇沢弘文先生と対談したことがある。そのとき先生はこう言われた。

「いくら説いても世の中は変わらない。絶望的なくらい変わらない。もう、説くこともあき

らめに近い。変わらなくても説き続けるレスターさんの頑固さは、私に希望を与えてくれる。 

 

2007 年 9 月 「おいしいバーガーのこわい話」 エリックシュローサ 草思社  

現在アメリカで最も多く牛肉を買っているのはマクドナルド。牛肉納入業者を５社に絞り

込んでいる。大規模に生産して味をまったく同じにしている。 

その業者の肥育場には最大 10 万頭の牛を収容できるものがある。牛は長いコンクリート製

の肥料桶から投げ込まれた特製の穀物を食べてすごす。 

その町は、町の姿が見えないうちから、腐った卵に、焦げた髪の毛と、ひどく汚いトイレの

臭いが混ざった、鼻をつくような臭いがする。 

チキンナゲットができてからマクドナルドはアメリカでケンタッキーフライドチキンに次

ぐ鶏肉購入会社になった。毎年数十億羽の鶏は巨大な処理場で高速の鎖に足を縛り付けら

れさかさに吊るされて殺される。鶏のかごはベルトコンベヤーの上に横倒しにされ、スロー

プを転がり落ちる。着地したら作業員がその脚をつかんで、頭上を動いている鎖にくくりつ

ける。鎖はさかさまの鶏を運んでいき、電気の流れる水に浸される。ここで 98～99%の鶏

は意識を失う。その後鋭い回転刃でのどをかききられる。最後に煮えたぎる湯のタンクに浸

されて羽が取り除かれる。 

ヨーロッパの処理場では鶏はかごから取り出されることはない。密封された小部屋でガス

を吸わされ痛みを感じることなく気絶させられる。 

牛の処理場は鶏よりもっとひどい。作業のほとんどが手で行われる。規模がおおきくなるに

つれ、作業員はおよそ２～３秒に１回のペースで肉にナイフを入れている。８時間の間にお

よそ 1 万回。現在一本の生産ラインに１分当たり５～６頭の牛が送り込まれている。30 年

前の 2.5 倍のスピードである。 

ファーストフードメニューのほとんどは食物繊維が少なく、栄養価が低いいっぽうで、塩分

も、でんぷん質も、糖分も、カロリーも高い。肥満の原因になっている。 

骨粗しょう症を引き起こす大きな要因のひとつは清涼飲料。そしてマクドナルドはコーラ

の最大販売先である。 

大動脈に脂肪のかけら（プラーク）がくっつくと、それがはがれて血管を詰まらせる。トラ

ンス脂肪酸は合成されてできた人工の脂肪で加工食品やファーストフード（フライドポテ

ト、フライドチキン、チキンナゲット等）、ジャンクフード（ドーナツ、クッキー、箱入り

ケーキ等）の多くに含まれている。安上がりで食べ物の日持ちを伸ばしてくれるからだ。ト

ランス脂肪酸は血液の中の脂肪プラークを増やすし、血液を固くする恐れもある。 

 

2007 年 5 月 「マイワシ激減、兆しは 19 年前」 朝日新聞  



豊漁の 80 年代。鹿児島から千葉沖のど

こでも卵がとれた。1988 年秋、北日本

沖の太平洋にその春に生まれたマイワ

シの群れがみられなかった。例年の 10

分の 1 ほど。89 年～91 年も若い魚が

見られない。主に 2 歳魚から卵を産む

が、産むのが 3 歳を超える一方、子が

少なく後が続かなかった。乱獲の場合

はまず親魚が減っていく。黒潮続流の

水温の影響ではないか？孵化した魚が

その年にどれくらい死んだかを海域の

水温偏差と重ねるとほぼ一致した。 

 

 

2006 年 12 月 「食品のカラクリ」 郡司和夫 宝島社  

そば： 小麦粉 80%の場合着色料、保湿効果と殺菌効果のためにプロピレングリコール（食

 品添加物は水に溶けにくいので溶剤として利用）。PH 調整剤としてクエン酸、酢

 酸。伸びやシコシコ感を出すためにメタリ酸ナトリウムを使用。 

焼肉： 柔らかくて舌触りのいい肉にするためにタンパク質分解酵素を含んだ薬剤をかけ

 る。あるいは赤身の牛肉の中に和牛の脂肪を注入。注入した脂肪が流れ出ないよ

 うに牛乳タンパクで固める。 

人造イクラ： 魚卵は一切使っていない。本物はタンパク質が豊富なため熱湯につける

 と白濁する。 

ハンバーガー： 増量効果のために脱脂大豆（大豆カス）。肉類となじませ、結着させるた

 めアルギン酸ナトリウム、カゼイン。着色料としてムラサキトウモロコシ。蓄肉

 臭を消すためサイクロデキストリン。おおむね１個のハンバーガーには約 70 種類

 の添加物が使用されている。 

牛丼： 売価 280 円、原価（材料・加工・物流）170 円、人件費 79 円、経費 78 円。米国

  では成長促進のために耳の後ろに合成ホルモン剤を埋め込む。 

ステーキ： 屑肉やはらみ肉は硬くてそのままでは食べられない。タンパク質分解酵

 素で柔らかくする。それを容器に入れる際に和牛の脂身を重ねる。結着剤の重合

 リン酸塩あるいは卵白を加える。100g400 円以下のステーキはこの成型ステーキ。 

ギョーザ： 脱脂大豆が主力。大豆の 80%は油を搾るために利用。搾った残りを脱脂

 大豆とか大豆カスと呼ばれる。主に醤油の原料となる。そのカスを原料にして作

 るのが粒状植物性タンパク。 

漬物： ナメコやタケノコが入っているドラム缶が赤く錆びて腐りかけて中身が出ている



 ほどなのにドラム缶の中のナメコやタケノコは全く腐っていない。 

タラコ：無着色なタラコは亜硝酸ナトリウムという発色剤添加物を使っている。これを溶

 かした溶液にタラコを浸すとタラコの赤血球と化学反応を起こし、きれいな紅色

 に変化する。 

緑茶： 500mlit 入りペットボトル緑茶の原価は中国産で 30～35 円程度。 

トンカツ： 肉と衣をピタリと接触させるために食品添加物の湖料などを衣に加えて

 いる。 

モヤシ：徹底的に根をなくすためには何か薬剤を使う。真っ白になっているモヤシは次亜

 塩素酸ソーダに漬けられている。 

マーガリン： 魚の内臓を搾って魚油を取りマーガリンの原料にする。魚油の残りカス

 はインスタントラーメンのスープに利用する。 

骨なし魚： 魚の骨を抜いた後結着剤で身を貼合わせる。サンマの場合だと１匹 30 分

 ほど。 

缶詰ミカン： 皮をむくため、1%前後の塩酸に焼く時間漬けて内皮の一部をヌルヌルに

 溶かす。次に 60･c くらいに温めた 0.5%前後のカセイソーダに投入し、約 30･c で

 15～30 分浸漬する。 

ニンニク： 発芽させないためにエルノー液剤という芽止め処理剤が使われる。 

リンゴジャム： 固めるために塩化カルシウム。タール色素。合成香料のイソ吉草酸エチ

 ルやプロピオン酸イソアミル。甘みをつけるためにソルビット。離水防止のため

 にシュガーエステル。変色防止にエリソルビン酸。粘りを強くするために繊維素

 グリコール酸ナトリウム、アルギン酸、プロピレングリコールエステル、リン酸

 エステル。防腐のためにソルビン酸を添加する。 

 

2006 年 10 月 「農から環境を考える」 原剛 集英社新書  

個人が貯蓄や保険をいくら積み上げてみても、わたしたち自身の生産と活動によって、空気

と水と土に異常をきたし、食料の生産基盤が損なわれてしまったら、どの人にとっても安全

保障は成り立たない。 

1996 年、IPPC 第二次レポートでは「人間の活動が関与して地球の温暖化が進行中である。

無視することができない危険な現象が進行しつつあるので、後悔しない水準の対策をとる

ように」と促している。予測はなお一部不確実さを伴っていますが、実際はそれと気づいた

ときは手遅れになってしまっている、不可逆的な変化の兆しを深めています。放置すれば破

局へ向かうばかりです。一刻も早く対策をとらなければなりません。 

平成 7 年版「環境白書」は「社会の各分野一人一人が人類とは有限な資源と環境を際限なく

消費し、人口を著しく増やし、生態系に負担をかけてやまない“地球のお荷物”であるとい

うことを自覚することから、環境の危機を克服する道が始まるのだ」と訴えている。 

2000 年 9 月、南極上空でのオゾン破壊量は 9622万トンを記録し、オゾンホールは最大 2918



平方キロと過去最高となり、南極大陸の約 2.1 倍の範囲に広がってきた。成層圏のオゾンが

1%減ると、地球へ届く有害な紫外線（UV-B）の量は約 2%増えると見られている。そして

オゾンの量が 1%減ると、皮膚ガンが 4～6%増え、白内障の発症率も高まる危険性がある、

と指摘されている。またオゾン層が 10%破壊されるとイネや大豆などの収穫量も 25%前後

減るとの野外結果も出ている。南極上空のオゾン量は 9 月の平均値で平常より 35%も減少

している。 

岐阜大、愛媛大の農学部の調査で、日本列島に住むクマタカやハヤブサなど猛禽類とツキノ

ワグマ、ニホンザルなどの哺乳類から、体重減少や免疫機能を衰えさせる PCB が製造禁止

後 22 年を経て、1994 年に検出されている。とりわけ食物連鎖の上位にいる猛禽類は安全

基準を数十倍上回る高濃度の PCB に汚染されている。 

油に溶けやすい PCB は母乳を通して母イルカから子イルカへ移されていく。メスイルカは

出産を重ねるごとに自分の体内から PCB を排出、減らしていくが、オスイルカは蓄積し続

けていく。 

わたしは五感を通して思う。わたしたちは核戦争のような問題については、時計の振り子が

振り切れる前に“危機管理”をすべく国際社会のルール、政治行動を変えてきた。だが環境

の保護については、思考、習慣の惰性に流され、次第に変革のタイミングを失いつつあるの

ではないだろうか。 

「お産に耐えられない、頑張りのきかないウシが目立ちます」と妙な話がある。肥料の主成

分は窒素。酸化され硝酸となり土壌に浸透し川へ流れ込む。ウシや人間の体内にとりこまれ

た硝酸性窒素は、亜硝酸性窒素に還元される。血液ヘモグロビンと結合して体内に酸素不足

をまねき、いわゆるブルー・ベイビー症（チアノーゼ）を引き起こす。酸欠状態のウシがお

産に息切れする原因である。 

日本列島へ積もりつもっていく“輸入窒素”の量は農地１ヘクタール当たり年に 130kg と

世界一、それも異常な突出ぶりである。日本農業の１ヘクタール当たりの窒素の施肥料は

13.7kg と、こちらも世界平均の 5.4kg よりはるかに多い。このため日本のいたるところの

地下水から硝酸性窒素が検出されている。 

日本の八百屋さんはおよそ 45000 軒だが、土木建築業者の数はそれを上回る。 

ブナはヨーロッパではマザーツリー（森の母）と呼ばれている。スギやヒノキの針葉樹と異

なり、大量の落枝、落葉で土を富ませ、深く根を張って林床を耕し、水を保つ。洪水を防ぐ

緑のダム。土砂崩れを防ぐ緑の堤、酸素を生産する天然の空気清浄器でもある。一本のブナ

の木は、実に 8 トンもの水を蓄えているという。ブナの幹に聴診器をあてるとざわざわと

流れる水の音を聞き取ることができる。 

森林が豊かな四国で唯一の大型ダム高知県・早明浦ダム周辺の山村では、広葉樹の山をスギ

に植え替えて、生長してから、水源の川の水の水量が目立って減ったという声を聞く。国土

全体の保水力を高め、集中豪雨による災害を防ぐためにも、残る広葉樹林を大切に保ちスギ、

ヒノキの植林地広葉樹を植え戻す、混交林づくりを林政はめざしたい。 



梅棹忠夫元国立民族博物館館長は「地球の生態系はだんだんやせ細り自殺に向かいつつあ

るように思えます。人類が過去何千年やってきたことは、限りある自然資源の食い潰しでし

た。今も開発は確実に自然を破壊しつづけ、多くの地域では農業が地力を吸い尽くしつつあ

り、砂漠化も進んでいます。途上国の多くの大都市がすでに混乱状態、崩壊のきざしを呈し

ています。広がるスラム、汚れた水、名ばかりの住まい、交通混乱、失業の増加、犯罪の多

発。巨大な人口にどうやって職を与え、メシを食わせるのか、どこかで必ず行き詰る。途上

国の大都市のスラム化は、植物群集の異常繁殖さながらの社会崩落のきざしである。 

わたしたちが日々捨てている台所ゴミの 40%は食べ残しであり、日本の食料自給率はカロ

リーベースで 40%を下回っていること。そしてその光景の向こう側には 8 億 4000 万人、ア

ジアだけで 5 億 3000 万人もの飢餓線上の貧民が途上国に渦巻いている現実を忘れてはな

らないのだ。 

畜産物 1kg 生産に要する飼料穀物の量（トウモロコシ換算／農林水産省） 

 鶏卵：3kg 鶏肉：4kg 豚肉：7kg 牛肉：11kg 

経済学の予測はごく短期的なものだ。この環境と資源の危機の時代にもなお、水や土や緑な

ど市場経済では値のつかないものがあたかも限りなく存在し、無限に利用できるかのよう

に誤解している。 

世界の人口の 2.2%でしかない日本人が、世界の輸出穀物の 20%近くを一国で輸入・消費し

ている現状を何とも思わないほど、わたしたちは能天気だったのだろうか。 

大量生産、大量消費、大量廃棄の、「量の経済」が「質の経済」へと、変化を余儀なくされ

つつあるのだ。 

 

2006 年 08 月 「汚染される身体」 山本弘人 PHP 新書  

＜食品添加物＞ 

パンやコーヒーに含まれる界面活性剤（乳化剤）が粘膜表面からの高分子物質（アレルギー

を起こしやすい物質）の吸収を促進し、アレルギー反応を強く引き起こす。 

現在わが国は、薬の摂取量や法的に認められている食品添加物の種類において、断トツの世

界一。 

＜シックハウス症候群＞ 

シックハウス症候群の原因となっているのは建築材料、内装材、家具などに使われる塗料、

接着剤、防腐剤、防虫剤など揮発性の化学物質で、トルエン、キシレン、パラジクロベンゼ

ン、ホルムアルデヒドなどが挙げられる。教科書などの印刷物やワックス、殺虫剤、芳香剤、

プールに含まれる塩素なども含まれる。 

有機リン化合物はその安さから、殺虫剤として広く使われている。揮発性が高く、人が吸い

込んでしまう危険性が高い。動物の神経伝達にかかわるアセチルコリンエステラーゼとい

う酵素の働きを阻害し、神経障害を起こす。サリンもじつはこの有機リンの一種。 

＜再び食品添加物＞ 



私たち一人ひとりは一日あたり重量では 10g、種類にすると薬 60 種類の食品添加物を食べ

ている。 

増量剤：乳糖、白糖などの糖類や、コムギ、トウモロコシ、ジャガイモなどのデンプン類 

 パンをふっくらさせる臭素酸カリウムは急性毒性が強いうえ腎臓にガンを起こす 

保存料：パラベンや安息香酸ナトリウム、ソルビン酸 

着色剤：合成着色剤→ 食用赤色二号は発がん性あるとしてアメリカでは使用禁止 

   食用赤色三号は甲状腺ガンを起こす可能性あり 

   タール色素は遺伝毒性もち、発ガン性、催奇形性、胎児毒性 

ベータカロチンなどの天然着色剤 

防腐剤：チメロサール（有機水銀の一種） 

酸化防止剤：BHT（ジブチルヒドロキシトルエン）、BHA（ブチルヒドロキシアニソール） 

ハムやソーセージ、イクラ、スジコ、タラコの発色剤として使われている亜硝酸ナトリウム

は血液中のヘモグロビンの鉄を酸化し、酸素を取り入れなくなる。 

魚肉ソーセージやマヨネーズに乳化剤として使われているコンドロイチン硫酸ナトリウム

も遺伝毒性が疑われている。 

プロピレングリコールはプラスチックや化粧品の原料として使われるほか、合成保存料、着

色料の溶剤として生麺やつまみ用のイカ、タコの燻製、ジャム、タラコ、ケーキ、餅、チー

ズ、ギョウザの皮、豆腐などの加工食品に使われている。腎臓障害や染色体異常を起こす。 

チューブ入りワサビやカラシに使われるイソチオシアン酸アリルも遺伝子損傷や発ガン性

の疑いある。視力低下や気道炎、水胞、皮膚・粘膜を強く刺激する毒性の強い物質 

 

2006 年 05 月 「食品の裏側」  安部司  東洋経済  

メンタイコ： 

暗い土色の原料タラコを添加物の液に一晩漬ければ赤ちゃんの肌のようなプリプリのタラ

コに変貌する。 

たくあん： 

ベージュ色のシワシワ大根を添加物に一晩漬けるときれいな真っ黄色のたくあんになる。

ポリポリと歯ざわりもよく、確実においしいと思う味になる。 

餃子： 

餃子の皮を抜くとき機械にひっかかるのを避けるために乳化剤を使う。ひからびも防げる。

増粘多糖剤を加えてコシの強い皮にする 

うどん： 

コシを出してつるつる麺にするためにグルテンを使用する。しこしこ麺にするために乳化

剤やリン酸塩を入れる。スープには化学調味料や酸味料を使う 

かまぼこ： 

冷凍すり身に化学調味料、たんぱく加水分解物や大豆たんぱくを投入する 



ミートボール： 

牛の骨から削り取る端肉（ペットフードに利用されている）に安い鶏廃のミンチ肉を加え組

織状たんぱくを加える。これは「人造肉」とも呼ばれ、安いハンバーグにも使われる。さら

にビーフエキスと化学調味料を大量に投入。歯ざわりをよくするためラードや加工でんぷ

んも投入。機械の作業性をよくするために結着剤、乳化剤を入れる。着色料、保存料、PH

調整剤、色あせ防止のための酸化防止剤も使用。ソースは氷酢酸を薄め、カラメルで黒くし、

化学調味料を加えたもので代用する。ケチャップもトマトペーストに着色料で色をつけ酸

味料を加え増粘多糖類でとろみをつけたもどきで代用する 

プリンハム： 

肉の中で水をつなぎと称するゼリーで固めたもの。搾れば水が出るくらい水分を含んでい

るので「雑巾ハム」とも呼ばれる 

しょうゆ： 

しょうゆのうまみの素はアミノ酸。本当はこれに時間をかけゆっくり発酵させる。しょうゆ

もどきはグルタミン酸ナトリウム（化学調味料）でうまみを出し、甘味料で甘みをつける。

酸味料をいれ、増粘多糖類を数種入れてコクととろみを出す。カラメル色素で着色する。香

りづけのために本物のしょうゆを少々足す。保存料も入れる 

日本酒： 

米こうじを仕込み、酵母を使って手間隙かけて発酵させる。こうじが米のたんぱく質をアミ

ノ酸に変え、うまみ成分を作り出す。本醸造酒とは溶けたお米に醸造アルコールを加えて増

量させたもの。合成酒は醸造用アルコールにいろいろなものを添加したもの。 

コーヒーフレッシュ： 

牛乳や生クリームからは作られてない。植物油に水を混ぜ、添加物で白く濁らせミルク風に

仕立てたもの 

日持ちがしない場合： 

プロピレングリコール、PH 調整剤を使う 

うまみのベース： 

塩、化学調味料、たんぱく加水分解である。あとは風味付けのエキスや香料を加えるだけ。 

 

 


