
42

1．中国製冷凍ギョーザ事件のマイナス
とプラスの影響

08年1月におきた中国製冷凍ギョーザ事件
は国際的事件となり，日中共同調査の後，中
国公安省は中毒事件の殺虫剤（日本では使用
禁止）は「中国で混入した可能性は極めて低
い」と公表した。これは日本側の報告「日本
国外で混入した可能性大」と完全に対立して
いる。しかし米国での中国産ペットフードに
よる多数のペット死亡事件，日本で相次いで
発見された農薬（日本では不使用）成分基準
値大幅超過の食品のほとんどが中国産であっ
たこと，中国製日用品から検出された有害物
質など，中国産食品と工業製品の有害危険物
質の検出が日米欧で多発している事実によ
り，中国側の責任否定と原因不明は今後の不
安を定着させたので逆効果となり，1月末の
事件以来，中国産食品の輸入は激減している
（金額ベースでは1カ月で穀物類は－40％。魚

介類・肉類・野菜果実類は－20％。数量ベー
スでは野菜類が－30％・穀物類が－60％）。
しかし，この事件で日本の総合食料自給率
改善の必要が改めて認識されたことはプラス
であった。即ち，日本の食料自給率（供給熱
量ベース）は60年度の79％から39％に低下
（穀物自給率は82％から28％に低下）。先進国
最低で，また最も急激な低下で，輸入の22％
以上を米国に，20％弱を中国に依存し，国家
の安全保障水準の指標である食料自給率水準
は危険水域にある。中国のネットも，「日本
が輸入しなくても結構。日本が飢餓に瀕する
だけだ。」と開き直っている。
確かに，日本の食料自給率の飛躍的改善は
現在の農政と食生活の抜本的改革なくしては
至難である。ちなみに，第一次世界大戦でド
イツは戦闘での敗北はなく，優れた新兵器で
自国に敵軍の侵入を許さなかったが，食料不
足で敗北した。第二次世界大戦で，緒戦で英
米を圧倒していた日本の主な敗因は，米国と
の工業生産力・先端科学力及び資源力の格差
だが，特に食料自給力の脆弱が大きな敗因で
あった。英・仏・蘭・中・ソ連も自力では日
独に勝てず，米国の武器・食料援助のお陰で
戦勝国側になれた。食料自給力，軍事力及び
エネルギー資源力は独立国家の安全保障の3
大鍵である。
主要先進国の供給熱量ベースの食料自給率
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カナダ145・米国128・フランス122・スペイ
ン89・ドイツ84・スウエーデン84・英国70・
イタリア62・オランダ58・スイス49・日本40
（2006年度39）で，穀物自給率は，オースト
ラリア333・フランス173・カナダ146・米国
132・スエーデン122・ドイツ101・英国99・
イタリア73・スペイン68・オランダ24（輸出
加工食品用の農産物輸入が多い）・スイス
49・日本28である。

２．食料が金で入手可能な時代の終息
―中国とインドの巨大需要と地球環
境悪化の影響

国連予測によると，現在，65億人余の世界
人口は途上国を中心に増加して2050年に90億
人（1.4倍）以上になり，当然，食料需要も
増大する。高成長過程のBRICs，特に中国
（世界人口の23％）と中国の発展軌跡を追う
インド（同16.3％）の生活水準と食生活の向
上の影響は巨大で世界の食料需要は累増化す
る。他方，地球温暖化は食料・農業生産にマ
イナス影響となる。気温が1度上昇すると穀
物収量は10％減少すると推計され，地球温暖
化が進行すると，2050年の世界の穀物生産量
は90年よりも2億トン減少すると予測され，
更に予測されている水資源不足，異常気象の
多発による旱魃・塩害，砂漠化などによる食
料・農業生産の減少の恐れがある（既にオー
ストラリアは旱魃が続き小麦が不作で価格高
騰）。更にバイオエタノール生産増大による
粗粒穀物の食用・飼料用供給量が減少する恐
れがある。世界の穀倉国米国のトウモロコシ
の燃料用比率が既に20％で，2015年頃までに
30％以上になると予測される。食料需給は今
後，厳しくなり，従来のように金があれば輸
入できる時代は終息する可能性が大きい。従
って，総合食料自給率39％（穀物は28％）の

日本の食料安全保障は食生活と農政の改革が
不可欠になると予見する。
砂漠化とは，乾燥，半乾燥および乾性半湿
潤地域における種々の要因－気候変動と人間
の活動を含む－に起因する土地劣化で，世界
の砂漠化の要因は，自然的要因が13％，人為
的要因が87％と推定されるが，世界で砂漠化
の影響を受けている土地は36億ヘクタールで
全陸地の25％になる。第2回地球環境サミッ
ト（2002年）で国連は，2025年頃には諸要因
で予測される世界人口70億人の50％が水不足
に直面すると警告した。世界人口の23％の高
度経済成長国中国の水不足は既に深刻化して
いる。現在，国際機関と援助国は途上国の森
林面積拡大で砂漠化・水不足の防止と二酸化
炭素吸収に努めているが，森林減少の速度の
方が大きい。国連推計によると，地球の水の
97.5％は海水で淡水は2.5％，人間利用可能水
は僅か0.008％で，氷河水は1.7％である。

３．食料自給率向上に向けた方策

（１）食生活の改革―菜食生活の勧め
現在，日本の穀物輸入量は日本の穀物生産
量の3.5倍で穀物自給率は28％。輸入穀物
（小麦・大豆・粗粒穀物）の60－70％は飼料
用粗粒穀物（トウモロコシ・ソルガム・ミレ
ット等）で年2400万トンとなっている。とこ
ろで畜産物1Kg当たりカロリー（K.cal）の
生産に必要な飼料カロリーは，生乳4.03倍，
鶏卵6.03倍，ブロイラー肉12.44倍，豚肉6.43
倍，牛肉（穀物飼養）30.43倍で，同じカロ
リーを穀物ではなく畜産物から摂取すると，
膨大な穀物資源を餌として消費することにな
る。従って穀物輸入を削減する方策は，肉食
から菜食への転換である。適切な菜食生活が
保健と栄養面で優れていることはインドの菜
食が好例である。菜食も豆類と酪農製品（乳
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製品）に依存するので酪農用飼料は必要だが，
その必要量は食肉用よりも遥かに少ない。菜
食主義は動物肉を食べないが，その土地の条
件により鶏卵と魚介類を食べる場合がある。
戦後の食生活の洋風化で肉食が定着した日本
の食生活を急に菜食に変えるのは困難だが，
3日に1日を菜食にしても，穀物自給率は大幅
に向上する筈である。

（２）肉食を維持できない世界の穀物生産力
もちろん，食肉業界への対策が必要だが，
筆者の推計では，世界の全人口が欧米諸国平
均の1人当たり畜産物消費水準（例：1人1日
当たり3500キロカロリーで動物性カロリー比
率30％）を得るために必要な飼料用穀物の生
産は耕地拡大の制約（外的限界）と技術的制
約（内的限界）で無理と思われる。すなわち，
世界の耕地拡大潜在力は既に僅少で，また増
産による過度の耕作で耕地の土壌流失と劣化
が昂進している。人口増加に伴い1人当たり
耕地面積は50年代以降，減少傾向で，80年ま
で増加してきた1人当たり灌漑面積も減少傾
向で，90年代以降，1人当たり穀物生産量も
漸減傾向にある。従って今後の増産は，主に，
肥沃度が少ない限界劣等地への耕地拡大によ
る外延的農業と単位面積当たりの化学肥料と
農薬の投入量増加などによる集約的農業との
両者に依存するが，各作物には有効に吸収で
きる化学肥料の適正量があり，それ以上の化
学肥料の投入は作物を倒伏させる。また化学
肥料は投入すればするほど，土壌中の有機質
栄養分は収奪される。したがって，化学肥料
を使用する場合，有機質肥料を合わせて投入
しなければ，土地生産性（単位面積当たり収
量）は減退するので，集約的農業も両者の持
続的バランス維持がないと行き詰まる。
しかし，経済成長に伴う1人当たり所得水

準が向上すると，需要の所得弾性値が高い畜
産物の需要が増大する（60年代の高度成長期
の日本，80年代の韓国，現在の中国が好例）。
L.R.ブラウン博士は「中国（世界人口の23％）
が将来，現在の米国並みになり，1人当たり
資源消費量も同様になれば，世界の諸資源の
大部分と現在の世界の穀物生産量の70％を中
国が消費することになる。」と予測する。そ
の場合，他の世界人口の77％の方はどうなる
のだろうか？さらにインド（世界人口の
16.3%。将来の比率は増加する可能性が大き
い）が中国に続き，他のBRICsと他の途上諸
国も漸次，同じ軌跡をたどれば，どうなるの
か？高所得先進国のほとんどは，日本以外，
食料自給率十分だが，自給率が低い多くの途
上国と日本の対応はどうするべきか？
L. R.ブラウン博士は，牧場地拡大の限界
と魚介類乱獲で，将来の畜産物（主に食肉と
思われる）と海洋魚介類の漁獲量は頭打ちで，
動物性タンパク源は飼料が畜産物の3分の1以
下で済む養殖漁業に依存せざるを得なくなる
と予測する。以上の将来像が画期的技術革新
や対応策で大幅に変転しない限り，菜食生活
への転換は不可避的になっていくと思われ
る。従って，今後，既存と未利用の資源で味
覚と保健に優れた菜食の開発・発展に成功し
た企業と国が「勝組」になると予見する。最
近，穀物のバイオ燃料化，不作，人口増加，
BRICｓと他の新興高度成長国の畜産物需要
拡大などで需給バランスが崩れて国際価格が
高騰して，主食用穀物不足（輸入）貧困国が
苦しんでいるので，菜食化の内容も工夫が必
要である。

（３）食肉増産を阻む未知の生態的限界との
遭遇

日本の全食肉（牛肉・豚肉・鳥肉・その他）
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の自給率は50％前後で主要輸入先は，鳥肉は
タイ・中国・ブラジル・米国，牛肉は米国・
オーストラリア。しかし，最近，世界各地で
BSE（牛海綿状脳症），鳥インフルエンザ，
豚コレラ，鯉ヘルペスなどの以前にはなかっ
た奇病が発生して，人間への感染と死亡数が
増加しているが，その予防・治療医術は未完
成である。この食肉用家畜と魚の奇病の主因
は，戦後の畜産物消費の増加と多頭羽飼育で，
食肉・卵の工場生産的多量生産方式が世界に
拡大して以来の現象である。人間はこれによ
り地球の生態系とのバランスを崩しているの
ではないだろうか。農業は自然との対話であ
る。私は70年代に自然の生態系や環境とのバ
ランスを無視した農畜産物の増産奨励は自然
の制裁を受けるのではないか？との懸念を論
文に書いたが，最近それが深刻な現実となっ
ている。
科学的分析から逸脱するが，もし旧約聖書
の記述が真実で，神がこの世界の万物を創造
されたにならば，神はこの世界の創世期に，
この世界のすべての生物に「食料安全保障」
の鉄則を示していると思われる。即ち，「神
はまた言われた『地球のすべての土地に生え
る種を持つ草と種を持つ実をつける木を，す
べてあなた達に与えよう。それがあなた達の
食べ物となる。』」（創世記1章20節）。「また神
は言われた。『地の獣，空の鳥，地を這うす
べての命あるものには，食物としてすべての
青草を与えよう。』そしてそのようになった。」
（創世記1章29-30節）。この記述の通りである
ならば，神がアダムとイヴとして創造された
人間も鳥獣も，本来，菜食・草食であり，魚
介類も水藻や植物微生物を食物とする定めで
あったのかもしれない。しかし，イヴは蛇
（サタン）に騙されて「禁断の実」（神の垂訓
に反した知識）の味をアダムと食べて知り，

人も多くの鳥獣魚も神が創られた秩序に反す
る肉食となった。そして人類は，菜食よりも
何倍も食料資源を餌として使う肉食のために
有限の地球に過重の穀物増産と環境破壊を昂
進させ，動物は「食物連鎖」という美辞麗句
による「弱肉強食」の世界で生きる運命にな
った。そして人は動物に，神が授けた青草以
外の骨粉や共食いの動物性餌を，本来，草食
の家畜や植物食の魚類に食べさせて食肉生産
を巨大化した。その結果，各種の奇病の発生
で肉食家畜と養魚が淘汰された－と考えるの
は非科学的であろうか。

４．日本の食料・環境安全保障に必要な
農政改革

（１）経済自由化は「強者の論理」の両刃の剣
1995年にWTOが創設されて以来，世界経
済は，世界経済繁栄の手段として市場原理に
基づく国際経済自由化の拡大強化に向かって
いる。WTOには，先進国クラブのOECD加
盟国はもちろん，先進国並みの経済力保有を
示威したい国威示威目的で，先進的経済体制
の未成熟を外交力で突破して加盟した国もあ
るが，加盟後，国際的道義が欠如して問題多
発の国もある（例：知的所有権無視，国際ブ
ランド商品の模造製品生産・輸出などの中
国）。また国家・政府の介入排除を原則とす
る市場原理に基づく国際経済自由化は，「力
の論理」で弱小国・弱小企業・弱小階層が淘
汰されると反対し，国家・政府の適正な介入
の必要性を主張する意見も多い（例：主に学
者や途上国のNGO）。経済自由化と貿易自由
化の長所を主張した古典派経済学者D.リカー
ド（1772-1823年）の「比較優位論」（com-
parative advantage）も資本と労働力の国際
移動の自由化が無い場合が条件で，資本と労
働力の両者か何れかの国際移動が自由化され
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る場合には「適者生存」（the survival of the
fittest），即ち「弱肉強食」の力の論理にな
ることを当時から指摘している。しかし，国
際経済の自由化は先進経済大国（特に米国）
の主導で現在，WTOにより世界経済の潮流
となっている。

（２）経済自由化を現実の国際情勢と国別条
件から検討する必要性

しかし，日本の食料供給の60％以上が海外
からの輸入に依存するに至った現在，もし国
際紛争や輸出禁止で輸入がゼロか激減になれ
ば，日本は食料飢餓国になる。この状態の主
因は，国際経済自由化の市場原理に日本が否
応なしに従い，「必要な食料は金で輸入可能」
という楽観論の信仰である。しかし，上述の
通り世界の食料，特に穀物需給は新興高度成
長国（特に中国とインド）の台頭により逼迫
が予測される情勢変化により，過度の輸入食
料依存の体制を是正する新たな農業政策が必
要と思われる。これは過去に見られた農業者
保護のための農産物輸入反対や当時，生産過
剰だった米の需給事情を無視した選挙票確保
目的の「政治米価」の復活や日本経済の国際
化逆行ではなく，日本の食料安全保障を他の
先進諸国の農政と国別立地条件および現在と
予測される将来の食料資源の国際需給事情を
参考にして再検討することである。現実に，
「日本の農産物市場の国際化は不十分」と批
判する農産物輸出諸国の農政が実際には複雑
巧妙な仕組みの農業保護下にある場合や最近
の穀物需給逼迫で穀物の輸出規制を実施して
いる輸出国が増加している。推進中のFTA
も短期的利益はあっても長期的には国の食料
安全保障と環境破壊になる場合もある（例：
日本の水田減少は環境・自然資源悪化とな
る）。WTOも「経済自由化と環境保全」が

両立し難い問題の解決策を示していない。ま
た，「経済自由化と食料資源安全保障」の両
立方策もまだ十分に示していない。日本の場
合，偶々，中国産冷凍ギョーザ事件で，「日
本の食料・環境安全保障」を経済自由化とい
う国際的潮流に流されながらも，どうすれば
溺死せずに持続可能な発展を達成できるか，
を日本人の優れた知恵で考えだし，「禍を転
じて福とする」好機であり，その重要な時期
に来ていると思う。
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