
  With コロナの時代の食料と燃料 

    分断されたからこそ繋がりあう 

我々は分断された世界を生き抜かなければなりません。たとえ有力なワクチ

ンが生まれようが、ウィルスは必ずそれに対応して変容してきます。まさに人

類をウィルスの戦争なのです。アメリカが民主党だとか共和党だと争う間に、

キリスト教だとかイスラム教だとか争っている間に、ナショナリストがそれぞ

れの国で愛国心をあおって入り間にウィルスは深く静かに人間社会に浸透して

いこうとしています。インフルや新型コロナがあるように、様々なウイルスが

人を襲います。そして彼らは感染という手法で、人間に人間を襲わす戦法を取

ってきます。だから人間は人が人をゾンビにする前に、オール人類で対抗しな

ければならないのです。 

分断されてから協力すると言うと、矛盾した発言のように聞こえますが、物

理的に分断された人々が協力し合うことは現代社会では容易な事なのです。 

テレワークがしかし、リモート診療が然りです。熱狂的な過密集会を招集した 

トランプが、距離を取ってコミュニケイトしたバイデンに負けたことでその一

端が見えたようにも思えます。手紙や電話、インターネットと言った通信技術

の発達がそれを可能にしたのです。汽車やバス、クルーズ船や旅客機が、集団

的人々の移動と集合を可能にした時代から、移動や集合をせずに人々が語り合

え、共感できるデジタル技術の時代に移行しなければ、これから経験するであ

ろう様々な疫病に打ち勝てないのです。経済を回すための Go toなんとかを 

する前に、２０世紀になって急速発展した大旅行業や飲食業をデジタル変容さ

せる税金の使い方をする方が巨大なグリーンリカバリーとなることに気が付く

べきです。１７兆円もあれば旅行産業や大手飲食チェーンがデジタル化を通り

越して、今まで考え付かなかったような夢を実現することもできるはずです。 

２０世紀は大量生産の時代です。生産は一極大規模で物流は広範囲で大量で

す。世の中は分業体制になり、専門分野ごとの生産は物流を活発化し、あたか

も夜空で大きな恒星同士がマルチに影響しあいながら光を発するような生産地



図を世界に作りあげます。まさに大規模物流会社が誇る「世界を一つにする」

です。 

しかし２０２０年は一つになった世界がまるで卵の殻が割れるように分裂した

した年ではないでしょうか？ 

 

 

 

暗闇の飽食 

暗闇で腐肉を貪るのか？ 

食料（生存エネルギー）自給率 ６８％  

燃料と電気（生活産業エネルギー）自給率

７％ホルムズ マラッカ 南シナ海の油断

で日本はほとんどの生活産業エネルギー

（生産エネ）を失う。生産エネを失うと 

日本列島の食料は停滞し、食料生産地では

廃棄が加速し、消費地には食料が届かな

い。車は動かず、空調なし冷蔵庫もない敗

戦直後の暗闇生活になる。しかし無条件降



伏のその時より気温は随分高いが、我々は

耐えられるだろうか？ 

  

 

 

 



 生存エネルギーと生産エネルギー 

食することが生き物の証であれば、火を操る事が

できる生き物が人間です。人間らしい生活を手に入

れるためには、暮しを豊かにする火、文明の利器を

作るのも日です。すなわち生産エネルギーが必要で

す。 

⚫ 一万年ほど前に、人は今までは大きな敵であっ

た火山や山火事の火を身方につけることを覚え

ました。焚火で暖を取ったり、火を使って調理

したり、暗闇を照らしたり、狩の武器にもした

でしょう。火を使う事で、我々は今までは食べ

られなかった食材をも豊かに食べられるように

したのです。 

これは我々の祖先が人となった時のお話です。 

人類初めての遺骨をタンザニアのオルドヴァイ渓

谷で発見した我が畏友、リチャード.リキー博士一家

の人類アフリカ起源説はまさにアダムとエヴァの失



楽園を彷彿とさせます。ダーウィン学説信奉者の彼

らのセオリーが旧約聖書と二重写しになる事はとて

も興味深い事です。アダムとエヴァは知恵をつけた

ためエデンの園を去り（パラダイス ロスト）北に

向かいました。それから苦難の末、６０００年ほど

後にエジプで農業文明を作りあげ、さらに Out of 

Africa(出アフリカ)を果たし、メソポタミア、イン

ダス、黄河文明を構築したのだと博士は私に語りま

した。 

 

 

四大農業文明 



人類の歴史は火という生活エネルギーの歴史です。

生活エネルギーは焼畑農業などを通して生存エネル

ギーである食べ物のリサイクルをもたらせてくれま

した。安定した生存エネルギーを得た我々は、調理

や貯蔵のための土器を作ったり、青銅や鉄製の農機

具を出現させました。生活エネルギーが生存エネル

ギーを増産させてさらに生活エネルギーを発展させ

る文明スパイラルは加速しましたので、人々は朝か

ら晩まで食物を探して放浪する必要がなくなりまし

た。そうすると仕事の分業化と専門化が進みます。 



二次産業の出現です。道具を専門に作る人たちが現

れました。その道具がよその集落に持ち込まれたり

し出しました。山の民は海岸で、海の民は山で、自

分たちの知らない食べ物や道具に出会い、それを自

分たちの集落に持ち帰えりたいという者も出てきた

はずです。互いの物を交換する物々交換が始まりま

り三次産業が出現しました。山の民は山で採れた野

菜や肉を海岸の集落に持ち込みます。しかし山と海

では食物の旬が異なります。春は山菜、秋はキノコ

を山の民が海の民に持ち込んだ時、残念ながらその

時は海の幸の旬ではなかったかもしれません。交換

するべき商品がないのです。そこで山の民は海の幸

が獲れたときに等価の商品をくれるように海の民に

約束させて、山の幸を置いて山に帰ります。夏にな

って魚の群れが押し寄せると、魚を獲った海の民は

魚を持って山の民を山に訪れます。山の民はその

時、春に貰った貝殻を海の民に返します。山の民は

食べ物だけでなく、土器などの二次産業である鉱業



製品をも海の民に渡したかもしれません。物の貸し

借りが始まると記憶だけでは処理しきれなくなって 

記録が必要となって行きます。特定の石や、貝殻

を買主から貰って置くと計算が便利です。石や貝殻

は腐らないから価値が不変です。相手から商品を貰

うときに返せばいいのです。貨幣経済の始まりで

す。 

貨幣は商行為を活発にし、生存エネルギーと生産 

エネルギーの間を飛び回り、経済スパイラルのダ

イナミズムを拡大させました。 



 

。 

。 

西にはローマ帝国や東に漢の文明が栄え、その間に

イスラム文明が力をつけると、東西の交流が活発に



なり、様々な生存エネルギーや生活エネルギーがユ

ーラシア大陸を自由に移動するようになりました。 

   

中世生存エネの農業革命 

 

やがて半円を極めたローマ帝国が崩壊し、フラン

ク王国やゲルマン人が活躍するヨーロッパが中世と

呼ばれることになると、既にキリストが生まれてか

ら 1000 年たっていた１１世紀の西ヨーロッパで

は中世産業革命と呼ばれる農業の技術革新が起

こりました。フランスのピレネーで鉄の生産が

増大して１２世紀にはヨーロッパ全域に広まり

農機具の大型化が起こりました。馬に人間が引

けないような頑丈で大型の鋤きなどを引かせる

三圃式農法が普及しました。火が鉄を作り、鉄

が農業の効率揚げ、食料が増産されました。 



しかし中世はヨーロッパの発展の限界が示さ

れた時代でもありました。イスラム圏の台頭や 

モンゴル帝国の膨張はヨーロッパ人が域外に出

る切っ掛けとなりました。その流れは今の中国

がめざす一帯一路の逆バージョンにアフリカ航

路と大西洋航路を加えた大きなうねりでした。 

大航海時代から始まった米豪農業大国 

ではなぜ北米大陸や南米大陸、豪州などには広大な

農地があるのでしょうか？ それにはアフリカのパ

ラダイスを追われた我々の祖先の内、北に向かった 

色の白い人たちが船出した大航海時代に起源する 

恐ろしい歴史が見えて来ます。 

 そもそもコロンブスたちはマルコポーロの陸路に

よる東西経済圏の結合を海路によって成し遂げよう

としたことが目的だったのですが、大西洋を渡って 



中国に到達する前に大きな大陸が横たわっているこ

とを知るのです。それをインドだと誤解したので、 

彼らは南北アメリカ大陸に挟まれたカリブ海域にあ

る群島をインドの西端に位置する諸島と決めつけ 

そこを西インド諸島と呼び、そこに住む人々とその

先にある大陸の人々ををインド人だと強弁してイン

ディアンと呼んだのです。 

インディアンはネイティブの人々で、遺伝子からも

分かるように、アフリカからアジアを通って当時陸

続きでその後も凍結期には徒歩で渡れたベーリング

海峡を通って南北米大陸に移住した我々の祖先で有

史以前からその地に住んでいた人々です。ですから 

そこは 1492 年（この年号もキリスト教徒

独自の暦）夏にクリストファーコロンブス、本

名:Cristoforo Colombo というイタリアの奴隷商人に

発見された新大陸ではありません。小中学校の先生



方はくれぐれも１４９２年がアメリカ大陸発見の年

でない事をご確認ください。 

            産業革命と植民地 

産業革命は殖民地が起こしたのです。中世の閉塞し

た経済は殖民地の征服によって出口を見つけたので

す。黄金や香辛料の略奪を始めアフリカ大陸からの 

奴隷の獲得は大西洋の経済を著しく発展させまし

た。元手が殆ど掛からない略奪や奴隷狩りが儲から

ないはづは有りません。大儲けした資本金は工業機

械の開発や、工場建設に流れ込みました。産業に革

命がおこったのです。 

• 大航海時代からヨーロッパの産業はその機械化 

• 化学化が進み、農業効率があがり、少ない農民

で 



• 大きな収穫が出来るようになりました。その結

果 

• 、農村では人が余剰し、次々に立ち上がった都市

部の工場に労働人口が流れました。しかし機械化

が進んだ工場は農村から浮浪した労働力の全て

を受けいれることはできず、余剰した労働者は

新天地に移動することになります。イギリスで

はその地は主に北アメリカと豪州で、スペイ

ン、ポルトガルは南米を侵略しました。 

• ここではアメリカと豪州を占領した大英帝国の

侵略史をアメリカ合衆国に絞っておさらいしま

しょう。 

• 生産エネ産業革命 

• ジェームス ワットの蒸気機関からさらにダイ

ムラーの内燃機関は牛や馬に変わって化石燃料

を生活エネルギーとして使う事で農業生産にも



革命を起こしました。

ここからは生活に咥えて産業用

のエネルギーが重要になりますので生活産業エ

ネルギー（生産エネ）と呼ぶことにします。 

• こイギリスのイギリスのジェスロ・タルの自走

播種機やそれに続くアメリカのサイラス.マコ―

ミックの刈り取り機は農業の省力化をめざまし

く実現し、生産性は１０倍にも上がったと言う

人もいるくらいです。しかし何と言っても農業

の生産性を爆発的にふやしたのは合成窒素肥料



のハーバーボッシュ法です。農業生産は等差級

数的にしか増えないので、人口もそれに合わせ

た算術で増えるというマルサスの人口論は水と

石炭と空気から化学肥料の増産によりその誤り

を露呈してしまいました。 

•  

• 人口が増えるには

食料増産の画期的な進歩が必要となりま

す。ヨーロッパの人口が増え始めたのは鉄

製の農機具が劇的に進歩したからです。そ

してその増加率は産業革命で生まれた自動

農機具によって更に更新され、さらに農業

の機械化や化学肥料の開発で収穫が増える



とそれにつれて人口の急上昇が起きたので

す。 

• マルサスの人口論の誤り 

•  

• 人口が増えたから食糧が増産さ

れたか食糧が増えたから人口が増えたかのかと

言う論争がありますが、食料が増えたから人口

が増えたとする方が説明しやすいです。なぜな

がら人口が増えても生まれてきた赤ん坊はおよ

そ１０歳を越えなければ自分の食べ物すら十分

に生産出来ないからです。人類が食物を消費す

るだけの採取生活から食物を生産する農業を確

立させてそれを資産として貯蔵するようになっ



て初めて生まれてくる命を養う事が出来るよう

になったことが人口増加に繫がったとする説明

の方が自然です。 

• 食料があるから人口が増えるのか、人口が増え

るから食料が増産されるのかと言う卵とニワト

リのような論議ががります。答えは食料が増え

るから人口が増えるです。このことは産業革命

の食料増産で立証されました。生まれたことも

は 10 歳くらいにならないと自分で食料を調達す

ることができません。両親が食べても余剰する

食料がなければ親か子が死ぬことになって人口

は増えないのです。確かに中世までは食料の増

加率と人口の増加率は同じ割合で伸びてきまし

た。しかも世界最古の農業文明を持つエジプ

トや中国などでは、数 100 年毎に突然の人

口崩壊の大悲劇を繰り返していて、それは

生態学では「ロジスティックス曲線」とし

て理論化されていたのです。人口は幾何級



数的に増加するが、食糧は算術級数的にし

か増産できないので、必然的に社会の人口

過剰による構造的貧困が発生し」、時に人

口崩壊の大悲劇が発生すると言うマルサス

の人口論は産業革命までは正しかったので

す。しかし、産業革命以降は生産エネルギ

ーの急激な進歩が生存エネルギー（ここか

らは生存エネと呼ぶ）を二乗倍にししたの

です。

 

•  

• 産業革命は生産エネの発達と生存エネの増産に

成功しましたが、同時に機械化は労働者を農地



から追い出しました。あるものは第二次産業の

労働力となったのですが、ある者は新天地を目

指して、新大陸に移動することになりました。

しかしその新天地は同時に列強の領土問題を顕

在化させ、世界は二つの大きな戦いを経験する

ようになったのです。そしてその戦いは新たな

燃料の主役に躍り出た石油を巡っての工学と科

学の戦いになってしまったのです。 

•  

 

 

 

ホームステッド法とドーズ法 

アメリカ合衆国は、侵略した北米大陸に侵略者の

ためのタウンを作ることを勝手に決めました。１８

６２年のホームステッド法やドーズ法の施行でネイテ



ィブの土地が合法的に奪われることになってしまいまし

た。法律で侵略が正当化されたのです。 

まさに「理不尽」としかいえない話です。 

日本もかつて北海道をネイティブのアイヌを駆逐し

ての農園や牧場にしました。さらに北中国の満州に

進駐し、大型農業を試みました。 

進駐した国は進駐された国よりはるかに小さく、進

駐する国は別天地を目指さなくては喰い逸れる人た

ちを積極的に植民地に移民させました。 

ドーズ法やホームステッド法によって獲得した農地 

は奴隷を使うプランテーション農業から、産業革命

によって製造された大型農業機械や、化学肥料、農

薬によって、少人数で大きな収穫を上げる近代大規

模農場に移行してさらに農業効率を上げました。 

収益性の良い農業には広い土地が必要なのです。 

一方、農民を送り込んだ側のヨーロッパや日本の 



農業は土地が狭く、産業の発展に伴っておきる 

二次産業や三次産業と共存できるほとの土地はあり

ませんので勢い経済の近代化が進むと農地は縮小す

ることになります。そして工業化で儲けた資金で 

大農場で作られる安い穀物を輸入することになるの

です。 

大きな国と小さな国の一次、二次、三次産業 

 

産業は一次産業から始まりました。それが二次産業

に発展し、今や花形は三次産業です。先進国、つま

り先に経済成長を成し遂げた国は二次から三次産業

にその軸足を置いています。そしたその後を追う発

展途上の国々が今、国の工業化、つまり二次産業化

を進めているのです。一次産業は労働コストが安く

なければ成立しません。労働コストとは一人あたり

の賃金と生産性の関係です。農業で言えば労働者の

賃金の額も関係しますが、機械化が進み、どれだけ



少人数で大きな生産出性を上げられるかが重要な問

題です。それには広い土地が必要で、アメリカを始

め、カナダ、オースロラリア、ブラジルなど面積が

大きく人口密度が低い事が条件です。しかしそれら

の国々は国々は大英帝国やポルトガルの植民地だっ

た国です。先住民を迫害して奪った大きな領土でな

りたっている国々は二次三次産業を発展させながら

も、その大きな面積をかつては奴隷あるいは奴隷に

近い人々を使い、現在はそれを大型農業機械に置き

換えて産業を成立させています。しかしかつての植

民地を手放さざるを得なかったヨーロッパ列強や日

本は狭い国土と高い人口密度故に一次二次三次と直

列的に産業を代替わりをさせなければなりませんで

でした。つまり一次産業の典型である農業はかつて

は殖民地から搾取し、今は輸入と言う商行為にそれ

を変えて行っているのです。日本もご多分に漏れ

ず、かつては蝦夷地という北海道を、次に中国大陸

の北部の大面積を植民地化し、列強の仲間に入って



行った歴史的経緯を後の章でご紹介します。

 

アメリカ型と日本型の違いは一次産業の先細りと

末広がりの違いだけです。南北米と豪州の植民地型

経済の特徴は一次産業と二次産業、そして三次産業

がその広大な土地ゆえそれぞれ面積を広げて並列的

に発展していうことです。しかし日本やイギリスな

どは比較的人口密度が高く面積の小さい国々は、一



次産業を衰退させながら二次産業が発展し、やがて

は三次産業にその道を譲って行くことです。つま

り、農業を他の国に依存する故に経済発展を成し得

たのです。 

アメリカ大陸は遥か昔から先住民の土地だったので

すから。先住民は狩猟によって生計を立てていまし

た。狩猟は人い範囲の狩場を必要と 

しますし、狩人たちは獲物が絶滅しないように 

狩をしますので、有り余る食料で人口が爆発的に増

えることはありませんし、ヨーロッパ全土より広い 

大陸に移民する人はそう多くはなかったので、 

一人ひとりにはかなりの農地が与えられました。 

ちなみに本当のインドへはその少し後にバスコダ

ガマやマゼランといった船乗りによって到達されま

した。西欧人の世界侵略の始りです。 



二つの世界大戦 

皮肉なことに第一次と二次世界大戦は化学と工学

にさらなる大きな発展をもたらせました。化学は毒

ガスの開発に大いに寄与すると同時に塹壕戦での兵

士の伝染病防止の殺虫剤殺菌剤として進化して、戦

後の農薬の農薬の進化に繫がりました。工学面では

戦車の出現でした。第一次大戦から戦車（タンク）

が活躍しだすと、陸戦の主役は歩兵から戦車になっ

て。修正を迎えてもキャタピラーがついたトラクタ

ーなどの農業重機の開発にそのま繫がったのです。 

 

    生存生活エネルギーと日本の太平洋戦争 



明治以来、富国強兵の道をまっしぐらに進んでき

た日本ですが、その国力の源は人にあると考えまし

た。 

ひたすら人口の増加を旨として農業に力を注ぎま

した。日本の国立大学には全てと言ってよいほど農

学部があります。そして水穂の国日本はコメの増産

にまい進し、生存エネの確保には成功したと言って

いよいでしょう。 

しかし石油の時代になった日本は生産エネ確保は

大変な苦労をすることになったのです。 

第一次世界大戦では漁夫の利を得た日本も、シ

ナ事変から太平洋戦争に突入する過程で石油がまま

ならなくなってしまったのです。 

「生産エネの断絶は禁物、すなわち油断である

と古来から中国では教えています。日本の戦国時代

以前より「油断は禁物」でした。しかし 



日本には秋田油田が僅かにあっただけで、石油は

殆ど外国に頼っていました。だから石油確保のため

に南進を始めたのです。しかしそれを良としない米

国、英国、オランダには１９４１年に日本に対する

石油を全面禁輸して経済制裁を実施しました。完全

な「油断」です。日本は座して死を待たず、これを

契機に、同年 12 月、太平洋戦争に踏み切ったので

す。中国撤退の手もあったのでしょうが、 

開戦直後、民間石油関係者で編成された石油部隊

は、戦闘部隊とともに英領ボルネオに上陸し、ルト

ン製油所、セリア油田などを占領して復旧に当た

り、1942 年 3月には内地へ原油を初輸送しました

が。この中部スマトラのミナス油田は、カルテック

スが準備作業していたものを帝国石油の開発部隊が

引き継いで 1944 年に開発に成功し、戦後インドネシ

ア最大の油田となったものです。 

これら南方原油の内地還送は、1942 年度、1943 年

度は計画以上でしたが、その後は連合軍の反撃によ



りタンカーを大量に喪失し、還送原油は激減してし

まいました。帝国海軍の戦艦は相手の戦艦を攻撃す

ることを目的として戦いました。しかし連合艦隊の 

軍艦はエネルギー補給の任務を持って航行していた 

輸送船を攻撃目標に捉えていました。 

それは日本本土への空襲にもあらわれていまし

た。国内の製油所については 1944 年以降、米軍機の

空襲が激化したため、軍需省の指導により疎開、移

設が行われ、各製油所の処理能力は大幅に低下して

しまいました。さらに、1945 年には米軍機による空

襲を受け、終戦までに太平洋岸 17 製油所中、15 製

油所に被害があり、日本の精製能力の 3分の 2 が失

われたのです。日本は「油断」の苦しさ故、芋から

燃料を作る、まさに生存エネから生産エネを生み出

すというエネルギー逆スパイラルである、バイオ燃

料生産を試みましたが、とてもとても追いつかず、

日本は制海権も制空権も失い国土は焦土となり、広

島長崎には原子爆弾が投下され終戦を迎えました。



石油切れという生産エネの枯渇で最期を迎えた戦艦

大和の最後の晩餐である生存エネが豪華だったこと

は「油断」への大きな教訓だったと思います。 

 

戦後の永田町の生存と生産エネ 

私は戦後の幼少期を千代田区永田町２丁目３１番地で過ご

しました。国会議事堂の裏手、参議院議員会館が立ってい

る土地です。そこはまさに日本の一等地でしたが、辺りは

米軍の爆撃の跡の焼け野原でした。アメリカは制空権を掌

中にして勝利を確信して、戦後に使えるような立派な建物

は残し、民家は全て焼き払いましたので国会議事堂と日比

谷高校、永田町小学校は残ったものの、辺りは見渡す限り

の焼け野原でした。食料は乏しく、配給制だった米も遅配

気味だったそうです。そこは東京の中心地ゆえの、空腹空

間でした。都会には水田がなかったからです。米は地方に

はあっても石油がないから都会には届かなかったのです。

そういえば時々やってくるバスも二台が繋がってのろのろ

と走っていました。ガソリン節約の知恵だったのだと思い



ます。木炭車が走っていました。今でいうバイオマスエン

ジンの車です。我が官舎から小学校に行く上り坂は三平坂

ですが、木炭車は登り切れず子供たちがいつも押してやっ

ていました。 

 私は健康状態Ｂに属する痩せっぽちで、官僚だった父

は栄養不良から結核を患っていて休職していました。かろ

うじて永田町に被災地の簡易住宅のような官舎を与えら

れ、一人っ子の私は母と祖父母の４人で肩を寄せ合って暮

らしていました。国会の周りは戦勝国アメリカの憲兵であ

るＭＰ（ミリタリーポリス）のジープとスクールバスがガ

ソリンを惜しげもなく使って小学校の隣のジェファーソン

ハイツ（米軍将校の宿舎で今は衆参両議長の官邸）を出入

りしていました。 

今思えば、人が生きるための生存エネはそれを運搬した

り煮炊きする燃料生産エネがあってこそ有効に働くものだ

ったのです。 



実は昨日そのことで山梨県のある限界集落に住む同年輩

の仕事なかまに戦後の食料事情のことを聞いてみました。

すると「喰いもんがなかったことなど一度もなかったず

ら」と言う返事でした。先の大戦の大敗北も、戦後の苦労

も全て原因は油切れの「油断」つまり生産エネ不足だった

のです。 

もともと日本は石油に乏しい国です。先の大戦で日本が

南アジアに進出したのも石油の確保が主な目的でした。し

かしその思惑は大きく外れ敗戦国になってしまいました。 

戦勝国の米国は、本土が戦場になることもなく、農業生

産は活発で、慢性的な農産物過剰生産に悩まされていたよ

うです。そんな時に自国の半分の人口を有する日本を占領

したのですから、このマーケットに余剰食料を輸出できる

喜びに勇み立っていたでしょう。 

しかし急激な食生活の変化を大人たちはすぐに受けいれ

ることには順応できません。そこで米国はまず順応性の高

い子供の食生活からアメリカナイズしようと試みました。 



進駐軍総司令本部（ＧＨＱ）は国会議事堂の隣の敷地に

あったわが母校永田町小学校にパンとミルクの給食モデル

を作る事にしました。パンとミルクの食生活を子供から馴

染ませようと計画したのです。 

永田町小学校の学校の地下室にはパン工場が作られ、大

量の脱脂粉乳の粉が米国から運び込まれました。ガソリン

不足で、近隣の県からさえ届きづらかった、米や麦が味噌

醤油が、小麦と粉ミルクに変わっただけで太平洋を難なく

横切って運送されてきたのです。 

永田町小学校の地下にはパン工場が作られ、バターを搾

り取ったカスの油気のない脱脂粉乳は、大きな寸胴鍋の中

で生暖かい湯に溶かされた、ミルクになりました。しかし

この脱脂粉乳は不味かった。いくら子供でも家畜の飼料用

のミルクは受け入れられませんでした。先生に全部食べろ

と強要されたり、全部飲まないと家に帰して貰えませんで

した。今まで鬼畜米英と言っていた先生たちはアメリカ農

産物普及の先兵となりました。 



水分がなく、軽くかさばらない小麦粉とミルクの粉は、

輸送も容易く船賃も安く、貿易物資にとてもうってだった

のでしょう。 

一方、しかし空腹の日本人にはこの位な物でも有難がる

と思ったのでしょうが、こんな輸出キャンペーンにも係ら

ず、食の米国化はのろのろと日本に浸透したのです。 

白米の方が旨い。味噌汁で飯を腹いっぱい食べたい。特

に戦後復員して来た兵士はそんな思いでそれぞれの農村に

復員しました。そして男手を再び得た農村は、農地解放で

地主から分け与えられた自分の土地で、米の生産に励んだ

のです。 アメリカの食文化の浸透はゆっくりでもアメリ

カから入ってきた農薬や肥料は急速に農家に浸透し、米の

単収は格段に増えました。 そして「もはや戦後ではな

い」と経済白書が謳いあげたように１９５６年頃から日本

は高度成長期に差しかかったのです。それに伴う農業の機

械化は農業効率を格段に上げて、やがては供給過剰となっ

て行くのです。その時の食料自給率はアメリカにも匹敵す

る高い食糧自給率にもなってしまいました。 



 なぜ食べきれないほどの米を作ったのでしょう。それは

食糧管理法（食糧管理法１９４２年発布）にあります。永

田町に遅れながらも全量供出された米は国が全て買い取

り、皆に平等に配給されていました。むしろ農家の方が安

値で買われる政府米を嫌って米を出し惜しみ、もっと欲し

がる人々に高値で売っていました。これをヤミ米と言いま

すが、なんとそれを逆手に取り、出来た米を全部政府に買

い取らせるように食管法の本末を転倒させてしまったので

す。 

それなら食管法を廃止すれば良いのですが、大票田

を頼る農水族議員や独占的大組織となった農業協同

組合の突き上げで、食管法の条文を無理に曲解し

て、農家は販売に労せず、余剰米を国に買わせ続け

ました。しかもその買い取り価格は不当に高く、庶

民が払える額ではありませんので、政府がいったん

買い取り、買い取り価格よりかなり安い金額で庶民

に販売しました。もちろんその差額は国民の血税で

す。まさに朝三暮四で庶民をサル扱いしたのです。



そしてその甘く腐った食管法とそれを所管する食糧

庁はその後３０年間も存在し続けて、血税を絞り続

けたのです。 

 しかし有り余る米の保管と買い取り資金の予算

取りは論理性に乏しく、だんだん首が閉まって行く

ことになりました。さすがに何らかの策を示さなけ

ればならない。食料以外の資源をもたない日本にと

って貿易は不可欠だから、世界の安定が不可欠で

す。だからその米国がナショナリズムを前面に押し

出して、ＷＴＯからの脱退を口に出したりしても、

日本はややもすると国粋主義に揺らいで行きます

が、生活エネルギー自給率が７％しかない日本は絶

対に国際主義を貫くべきです。 

 

 

やがて炭鉱が活性し、ガリレオ援助による原油輸入

の許可で地方から食料が入ってくるようになりまし

た。生活エネルギーである石油の回復で生存エネであ



る食料は流通を再開したのです。今は飽食の時代と

言われています。日本はＷＴＯ（世界貿易機構）の

一員です。今年は米国からの食料輸入圧力がより高

まります。それなのに国内食料を増産して一体それ

を誰が食べるのでしょうか？増産しても福島のよう

な事態が起きたら捨てるのでしょうか？世界で最も

災害リスクの高い我が国が生産エネの輸入をやめたら

ら？？？？？？？？？？？？ 

 

   生存エネルギー余剰時代の貿易摩擦 

農林省は１９７０年に米の生産調整いわゆる減反政策を

始めて、増大する米の買い取り資金に歯止めをかけること

にしました。しかし減反する農家には１０＠あたり一万七

千円の減反料をまたもや払い続けたのです。またまた税金

からの出費です。 

しかし補助金目当で転作しても今度は自力で売らなけれ

ばならない。売れなかったり、転作する気もなく補助金を



貰った農家は圃場を捨てる。それも耕作放棄地が増える原

因の一つとなりました。 

食料も「油断」よって連合軍に制海権を奪われたことで

石油の窮乏に続いて米の供給は大幅に減りました。しかし

油切れの深刻さ程ではありません。当時は白米信仰がつよ

かったので、配給制下で米が減らされたことを日本人は嘆

いたのです。ご飯にトウモロコシが混ぜてあったり、胚芽

米や玄米だったり、ふかしイモだけだったりしたことは貧

しさの象徴でした。現代の米離れや五穀米ダイエットなど

からしてみると石油切れの危険度の方ｊが大きかった思い

ます。 

 

しか農水省が有り余る農地と有り余る作物を抱えながらも

食料自給率の向上を霞が関で喧伝している間に、永田町は

とてつもない大きな混乱に襲われました。４０年と６０年

の日米安全保障条約の批准と、これも２度にわたる生産エ

ネである石油ショック。それに熾烈な日米貿易戦争です。 



 ２度にわたる安保条約批准は今の憲法改正どころではな

い国民の混乱の末、日米同盟は維持され現在に至っている

のですが、以来日本は米国の影響を如実に受けながら世界

と向き合うようになったのです。その一つが２度にわたる

オイルショックです。これは中東戦争が引き起こした石油

の減産と価格高騰で受けた日本の打撃ですが、イスラエル

を支持するアメリカ陣営に組する形の日本は大変な経済的

打撃を受けました。多くを石油に依存する日本の農業も大

きな影響を受けました。戦勝国であり同盟国である日本は

日米貿易交渉でも譲歩を迫られる関係にあります。繊維か

ら始まって半導体や自動車などの日米経済摩擦を経ながら

も俎上に登らなかったことのない問題が農業にあります。

２０１９年度も日米の貿易交渉は始まります。その中で生

存エネの貿易の不均衡が争われ、生産エネでは協力が呼

びかけられるでしょう。なぜなら作物の余る日本にとって

米国からの押し売りは迷惑だが、自給率が自然エネルギー

のみの日本にとって安定した化石燃料の輸入に米国の軍事

力が不可欠だからです。 



アメリカの圧力も非常に強く、農産物の保護貿易

を止めないなら自動車に１００％の関税を課すなど

と、今のトランプ政権が中国に課した２５％などと

は桁の違う交渉があったのです。中曽根康弘首相は

当時、アメリカのロナルドレーガン大統領に大変気

を使い、外貨減らしなどと言う、ロンヤスの良い関

係も際立ったが、１９７０年代も終わりになる頃か

ら自動車や半導体、農業などの分野で貿易摩擦が激

化しましたが、ジャパンアズナンバーワンなどのベ

ストセラー書籍も出て日本経済の絶頂期でした。し

かし当時の日本は今の中国のように米国と渡り合お

うとはせず、ひたすら米国の機嫌を伺うように、ひ

たすらアメリカ製品の輸入に努めました。その頃ア

メリカが日本に市場開放を求めた商品にグレープフ

ルーツと牛肉がありました。政府はなんとアメリカ

製品の輸入キャンペーンまで始めて、日本のさくら

丸という船にアメリカ製の商品を載せ、ボウティッ

クアメリカというアメリカ製品販売の大キャンペー



ンをはりました。船にはアメリカ製品が積み込ま

れ、晴海ふ頭に係留された船にはアメリカ製品が満

載され、日本の客を待っていたのですが、マスコミ

の華々しいパブリシティにもかかわらず売れた商品

はビーフジャーキーとステーキ用の牛肉のような農

産物だけだったことを覚えています。しかし当時販

売作戦会議に参加させられていた私は牛肉と米の市

場が開放されれば日本の農家は太刀打ちできないと

おもいました。 

農水省が食料自給率を低く言いたいわけは、ア

メリカの輸出攻勢に対して「こんなに輸入して、

食料自給率の低い日本にこれ以上無理を言わない

で下さい」と言うためだったのです。食料自給率

は多分に政治的意味を持つものだったのですね。 

時の政権は中曽根総理で、１９８３年は特別な日で

した。 



カロリーベース自給率が発表された１９８３年は日

米農産物貿易交たけなわの時です。それまで日本は

各国と同じに生産額で自給率を発表してきましたそ

れがこの年、生産額ベースの食料自給率に突然カロ

リーベースの自給率が併記されたのです。そして１

９９０年代になるとカロリーベースだけの発表とな

ったのです。ちなみに現在は多方面からの批判を考

えて農水省はカロリーと生産額を併記しています

が、マスコミは依然としてカロリーベースを問題と

してその低下を書きたてています。 

 しかしご覧になるその前に、日米貿易摩擦はでア

メリカは日本に生産エネを買えと迫まったことは一

度もないことを覚えておいてください。  



ここに食料自給率を低める日米の貿易摩擦年譜を表

示しておきます。

 

    なぜアメリカは穀物を売りたがる 

農業大国になりえた国の残忍な歴史 

 

 



 

   日本が農産物を輸入したがらないわけ 

日本が農作物を輸入したがらない理由は簡単です。

日本の農家を保護しなければならないからです。こ

れは農水省として当然の事です。農水族と言われる

政治家も農家の身方ですが、これは票の取りまとめ

がしたいからです。票の取りまとめは農協がお得意

です。日本は民主主義国家ですから、投票権は一人

一票です。大規模農家の経営者でも、自給自足農家

でも一人一票です。すると農水族議員は自給自足農

家に補助金をばら撒きかれらの票を期待します。 

        農政トラスト 

         農水省 

       /          _ 

    農水族議員    農業協同組合 

つまり日本農業の発展ではなく、自給自足農家を 



増やすことに帰結します。自給自足農家が増えれば 

市場に国産農作物が供給されませんから食料自給率

は当然のことながら下がります。するとことさら食

料危機を喧伝して補助金獲得に走ります。族議員は 

集票が容易になります。そして農水省は農政トラス

とを守れます。すばらしい非生産の三角形です。 

 

アメリが農産物を押し付けるわけ 

アメリカが農産物を日本に買わそうとするわけはア

メリカの広大な農地と農業イノベーションにありま

す。以前の章で農業の工学的進歩と化学的進歩を 

ご説明しまたが、日本の様に国土が狭い国でも 

生産量が格段に上昇したのだから、南北米や豪州の

ように広大な農地での農業生産の向上は計り知れま

せん。マルサスの人口論は逆転したのです。農業イ



ノベーションと農場の幾何学的拡張は消費者の需要

を上回るのです。 

経済先進国の５カ国をＧ７と呼びます。カナダ、ア

メリカ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアで

す。この内のカナダとアメリカは殆どイギリスの植

民地でした。つまり、国土が大きく、一次二次三次 

産業が互いに譲り合う必要のない国です。その他の 

日本、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアは 



その過多はあれ、一次二次三次が入れ替わって成長

している国々です。これらを大国先進国と小国先進

国とか植民地先進国とか宗主先進国と呼んでいいで

しょう。 

 西ヨーロッパ先進国や日本が儲けの多い二次産

業、三次産業に力を入れて一次産業品である生存エ

ネを、かつての植民地を含めた他国から輸入しよう

とすることは当然の事です。 

 工業化を進める先進国が割の悪い一次産業を人件

費が極端に安く国土の広い植民地でプランテーショ

ンを展開させて一次産業を移管さすことも当然の 

こどです。イギリスとアメリカ、カナダそしてオー

ストラリアもかつては一つの国であり、日本と朝鮮

半島、それに中国北部もかつては一つの国であった

のです。しかし今は他国ですから全ての宗主国は 

経済発展を遅らすか生存エネ輸入を優先するかの選

択をしなければならないのです。 



 

小国における農地法の悲劇 

ヨーロッパの宗主国や日本の国土の面積は限られて

いまから、アメリカ大陸やオーストラリアのように 

農地や林地に全く手を付けず、別の場所に家や工場

を建てるほど国土がふんだんにあるわけではありま

せん。どうしても住居や工場は使っていない畑や 

森を切り開いて建築することになります。これは 

小国が一次産業が二次産業に移行する過程に起きる 

当たり前の事です。しかし日本には厳しい農地法が

あって農地の二次産業用地化を拒んでいます。 

 

 

 

 



 

宗主国（小国）の悩みと植民地（大国）の悩み 

かつての宗主国は産業革命以来工業製品の生産は上

昇し続けていますから販路を海外に広く求めます。 

かつての植民地も産業革命以来農産物の生産は上昇

し続けていますから同じように販路を海外に求めま

す。では国際分業が出来てそれでいいではないかと 

思われるのですが、問題は穀物のオーバープロダク

ションです。かつての植民地はそのオーバープロダ

クションをかつての宗主国に販売しようとします

が、買い手も国内に二次三次産業への移行に遅れた 

大勢の選挙民を抱えています。 

 

 

食料自給率問題は選挙民対策だ！ 



誰が考えても食料自給率（生存エネルギー自給自足

率）が約７０％もあって、食料を約３０％も廃棄し

ている国であれば餓死の恐れなどない事は良く考え

ればわかる事であり、優秀な官僚揃いの農水省がそ

れを分からないわけは有りません。しかし前章でお

話しした農政トライアングルのメカニズムによる族

議員の圧力に抗せないないのです。しかもその屈服

は実に心地よく身の安全は保たれ、しかも間接的に

政治家に強い農協を下部団体として支配できますの

でなかなかぬるま湯から出られません。 

 そして農協の指導で農家が族議員に投票するよう

に指導するのです。出来れば新規参入者が増えて 

農家の頭数が増えれば万歳です。 

 食料自給率の理論はそれを正当化するものに他な

りません。 

 

食料自給率ってなんだ？ 



       

食料自給率向上を唱う国産農業至上主義者たちの

いるその理由は「海外でなにか起きて輸入できなけ

ればどうする」です。しかし彼らは日本がトップク

ラスの災害列島だと言う事実を無視しています。で

は「日本で災害が起きたとき輸入できなくなったら

どうする」と考えてみましょう。 

自給自足率 

食料自給率とは国連 FAO 等の言う Food self- 

sufficiency rate の訳だと思われますが、Food-

sufficiency :Making sense of it , and when it 

makes の著者 Jennifer Clapps 氏は自書で、自給率

または自給自足率には国々で色々な定義があるとは

言っているものの日本の農水省が示す、供給とは消

費される以上の食べ残しをも含む概念は他の国には

無いようです。事実、FAO や日本以外の経済アナリ

ストは供給ではなく消費と呼んでいますから、テー



ブルに残って腐るものを供給にカウントしていませ

ん。不埒な農民がやっていることで、是正をするよ

うに指導しているとの説明で済むが、では生花栽培

農家はただ怠けているだけでなく、政府は 

戦前戦中を通して農地を桑畑にして、絹製品の増産

の指導をしたではないかと問われると、あれは戦時

下の外貨獲得とパラシュート素材である絹布の軍需

であったなどと食料生産の重要性とは矛盾する説明

をするようになるし、現在においても生花栽培の為

に止もうえずではなく、積極的に使用する農家の存

在については全く説明できない 

水省が自給率を低く言いたいわけ 

そもそも日本が自給率をカロリーで計る意味が国際

常識では理解しかねるところだと思います。少なく

ても飢えの心配がない先進主要国の 

間ではカロリーを自給自足しようなどと言う概念が

ないし、日本もないはずです。Self-efficiency 



rate は国際収支に係る事項ですから経済問題として

は議論の対象となるでしょうが、飢餓防止対策とは

農水省でも考えているはずはありません。 

 実は日本も初めて自給率の数字を発表した 1965 年

は生産額ベースだと私は記憶しています。それが１

９８３年にカロリーベースが併記され１９９５年に

はカロリーべースが主役となりました。当時霞が関

から聞こえてくる声は保護貿易で国を守るという声

だけでした。 

地方の政治家は与党も野党も農民の表の争奪に躍

起ですから、農民を味方につけることなら何でもや

りました。しかしア 

食料自給率とは単に国産食品輸入食品の比率 

もちろん存知でしょうが、食料自給率とは日本の皆

様が生きる上で必要としている食料のうち何パーセ

ントが国産品かと言う話ではありません。ただ日本



中に溢れている食料の内の何パーセントが国産品か

という話なのです。 

アフリカの国々の食料自給率がとても高い事をご存

知でしょうか？食料事情が良くない国でも食料自給

率は高いのです。食料自給率と食料豊富率とは必ず

一致するものではないのです。国民が腹を空かして

いても貨がなくて食料の輸入が出来なければ自給率

は高くなります。一方国産食料は満ち足りていて

も、お金があるから外国の物を食べてみたいと思え

ば自給率は低くなります。自給率とは国民に供給さ

れる国産食品と外国産食品の割合の事です。しかし農

水省やマスコミは日本の食料自給率は４０％を切って危

機的な状態だと力説しています。 下の棒グラフを見てく

ださい。なるほど日本の自給率は４０％を切っています。２

０１８年などは３８％です。この数字はカロリーベースの自給

率です。 

 



 

 

カロリーベース総合食料自給率 

 「日本食品標準成分表 2015」に基づき、重量を供給熱

量に換算したうえで、各品目を足し上げて算出。これは、

1人・1日当たり国産供給熱量を 1人・1日当たり供給熱

量で除したものに相当。２－１－２熱量（カロリーベース）

自給率の計算方法でカロリーをもって自給率を出してい

ます。カロリーで自給率を語るのは、日本と日本を見習っ

たとしか思えない台湾と韓国だけで、他の国々は売上ベ

ースで自給率を示します。もっとも他の国々は自給率な



ど重要視していませんが無駄を承知で農水省の発表し

ている自給率の計算式を記載します。 

 

国民一人一日当たりの国産熱量（913kcal） 

―――――――――――――――    ＝38％ 

国民一人一日当たりの供給熱量（2,429kcal） 

出典：農水省 食料自給率レポート「平成 15年度 食料

需給表」表１ 

確かに３８％です。 

いやちょっと待て！よくみると数字がおかしい。こ

の分数式の分母を見てください。 

これによると日本人は平均して一人当たり

（2,429kcal）を毎日摂取していることになっちゃいます。 

ほんとにそんなに日本人はカロリーが必要なんでしょう

か？  



私は７２才の老人で週１度ほどのテニスを楽しみ、夏

は水泳で冬はスキーをしますが、物書きなので書斎では

殆ど体を動かしていません。そんな私の摂取カロリーを

ヘルスメーターに乗ってチェックしてみましょう。いまの体

重計は肥満率や 

骨密度、そして基礎代謝までも分かってしまいます。 

その結果、身長１７５センチメートルで体重はいつも７

７キログラム前後です。 ハリスベネディクト方程式から

計算すると私の基礎代謝、一日に必要とする熱量は１５

１５キロカロリーです。しかし私は軽い運動を毎日してい

ますから、消費カロリーはもっと高いはずです。そこで厚

生労働省の年齢別推定エネルギー必要量をホームペー

ジで探すと、身体活動レベルの低い７０才以上の男性は

1850kcal となっています。また日本医師会のホームペー

ジにある「あなたの一日に必要な推定エネルギー必要量

をしらべてみましょう」を使わせていただいて調べてみる

と、1,870.5 と出ますからほぼ同じ値です。 



推定エネルギー必要量（kcal） 

年齢 

男性 女性 

身体活動レベル 身体活動レベル 

低い 普通 高い 低い 普通 高い 

18～

29歳 
2250 2650 3000 1700 1950 2250 

30～

49歳 
2300 2650 3050 1750 2000 2300 

50～

69歳 
2100 2450 2800 1650 1950 2200 

70歳

以上 
1850 2200 2500 1450 1700 2000 

『日本人の食事摂取基準 2010 年版』より 



 

 

 

これで私のエネルギー消費自給率をチェックすると 

国民一人一日当たりの国産熱量（913kcal） 

―――――――――――――――    ＝48.8％ 

私の消費熱量（1,870.5kcal） 

従って私の消費自給率は約４９％です。 

 



では老人の男性と対極にある若い女性と比べてみましょ

う。 差し支えあるので名前は出しませんが、彼女は日

本の平均的な体格の２４歳です。身長は１５９センチ、体

重は４９．６です。 

エアロビクスのインストラクターですからとても活動的で

す。医師会のチェックシートに入力すると２，２２０kcalに

なります。 

国民一人一日当たりの国産熱量（913kcal） 

―――――――――――――――    ＝41.1％ 

国民一人一日当たりの消費熱量（２，２２０kcal） 

彼女の消費自給率は約 41％です。 

３~５歳の普通の男の子は 1,315kcal で、３０~４９才の普

通の身体活動レベルの男性でも 2677.5kcalですので、

日本人の必要カロリーは厚生労働省の指し示す日本人

一日の摂取カロリー1,891kcalよりも低いようです。まして

や農水省の分母になっている 2.429kcalでは絶対にあり

ません。では農水省が嘘をついている？ そんなわけは



あるはずがありません。もう一度よく読んでみましょう。よ

く読んで見るとそこには決して日本人の必要熱量とも、

消費熱量とも書かれてはいません。そこにはただ、供給

熱量と書かれているだけです。国民が見誤っているので

す。 

マスコミや一部の学者すらその数字を読み解いていない

のです。 

 

日本の鶏卵自給率は、カロリーベースで９％、金

額ベースで９５％ 

 

何というひらきでしょう。卵は輸入が難しい食料の

一つです。事実日本の卵は殆ど１００％国産です。

しかし農水省の統計によればなぜか一つの卵の９

０％が輸入品として計算され得いるのです。ニワト

リの飼料は北米のトウモロコシや大豆、小麦など穀



物が大量に配合されていているからだそうです。日

本独自のカロリーベース自給率換算方法では、ニワ

トリは卵製造機でそこに北米産の飼料を入れると卵

ができると言う考え方なので、卵は国内で産まれて

も、カロリー自給率は鶏卵の品目別自給率に採卵鶏

の飼料自給率（9.7％）を乗じて計算しますから、

2003（平成 15）年度における鶏卵のカロリー 自給

率は 9％とだそうです。 

生産額ベースにすると９５％なのに不思議な気がし

ます。卵の殻は割れやすいので輸入は卵焼きにした

ものや殻なしゆで卵でとても少量です。輸入量はわ

づか５％です。 

この自給率計算は片手落ちです。なぜなら米だって

野菜だって輸入肥料で育っているのです。そうすれ

ば 

自給率はもっともっと低いと誇示できます。アメリ

カなどからの売り込み圧力をかわすには自給率を 



低くした方がいいのでしょうが、輸入肥料を計算し

てさらに食料自給率を下げるのはやりすぎなのでし

ょうね。 

 

 

 

 

        学校教育と食料自給率 

 

私には４人の孫がいます。一番上はもう中学２年生

になりましたので、学校では食料問題をどう取り上

げているのかが心配になりました。そこで農水省の

子供向けのウェブサイトを見てみました。あっと驚

きました。食料自給率をあたかも国民の危機率のよ

うに扱っているではありませんか。 



学校の先生まで、おそらくそれを見て、日本人は

自分たちの食べる食事の４割以下しか自国で生産出

来ていないから大変だという教育をしていたので

す。ではその子供向けのサイトを見てみましょう。 

 

 

 

「これは間違っている」と言わざるをえません。 

「わたしたちが毎日食べているもの」ではありません。 

食料自給率とは、「わたしたちが食べても食べないでも

手に入れる出来る食べ物」 



です。その内のどれだけ自分の国で作っているかを示す

割合のことです。 

だから食べきれない物は捨てているのです。 

 

 

昭和 40年度には 73%だった日本の食料自給率が

平成 26年度には 39%。この原因はどこにあるの

でしょうか？ 

さらに農水省は子供たちにこんな風に問いかけて

います。 

どうして日本の食料自給率は下がってしまった

の？ 

昭和 40年度には、日本の食料自給率は 73%もありま

したが、それから約 50年のあいだに 39%まで下がって

http://syokuryo.jp/fan/kids/index.html


しまいました。その原因のひとつは、わたしたちの食生活

にあります。昭和 40年当時は、主食である米を中心

に、魚や野菜などを多く食べる食生活を送っていまし

た。しかし、社会が発展（はってん）していくにつれて、食

生活の洋食化が急速に進みました。日本でたくさん作

ることのできる米を食べる量が減り、肉や乳製品（にゅう

せいひん）、卵などの畜産物（ちくさんぶつ）や油脂類（ゆ

しるい）をたくさん食べるようになりました。 

家畜（かちく）のえさや油脂の原料は日本で大量につく

ることができないため、輸入にたよらなければならず、食

料自給率が下がったと考えられています。 

 



 

 

「ここまでは概ね合っています。 

しかし 

食料自給率が低いとどうなるの？  

 

食料自給率の低い状態が続くと、どんなことが起こるの

でしょうか？ 

わたしたちの食料の確保が世界の天候や食料問題に

左右されやすくなり、足りなくなるおそれがあります。 

そうすると食料の価格は不安定になり、上がりやすくな

ってしまうのです。 

また、もしほかの国がなにかの理由で食料の輸出がで

きない状態におちいり、日本への輸出がストップしてし

まうと、わたしたちの食生活は大きな影響（えいきょう）



をこうむってしまいます。 

 

なぜ食料自給率が低いとダメか教育者に問う 

 

つまりなぜ食料を輸入してはダメかを農水省が子

供向けに解りやすくその理由を説明しています。

 



 

農水省の作成した子供向けサイトはとても 

危険です。まるで農業生産をもっと上げないと食

料危機が来るような記事です。しかもとても上手

に分かりやすく巧妙に作成してあるので危険で

す。 

 教育者の皆様、国粋的な教育をしている学校は別

ですが、とてもリベラルな教育をして、国家すら斉

唱しない皆様の学校でも食品の輸入は悪だ、国産農

産物を食べよう。「食料自給率を上げなければいけ

ません」と実態を理解しないままに教えていません



か？作り過ぎは食料廃棄につながる事もよく教えて

ください。日本は食料輸入が先進国ではもっとも少

ない国であることも知っておきましょう。さらに輸

出も極端に少ない理由も後ほど説明させていただき

ますので、それらも踏まえておいてくださいこのよう

に、食べものを外国からの輸入にたよっていると深刻

（しんこく）な問題を引き起こすおそれがあります。この発

言はても国粋主義的で孤立主義的になります。 

私は右寄りの考えも左寄りの考えも理解しているつもり

です、右翼的な教育をする 

学校が戦時に備えて自給自足的な教育をするのは分

かります。お城にこもって持久戦しかしかなりリベラルな、

君が代も歌わないような学校がこのような教育をするの

は、全くの教育者の誤解であると言わざるをえません。も

しリベラルな教育をなさる先生方が本書をお読みくださ

る機会があれば、是非その矛盾にお気づき頂きたいと

願います。 



 

カロリーベースの自給率は日本で考案され

た 

 

生産額自給率が公表されたのは１９６０年、昭和

が終わる三年前からです。 

それがどうした事か１９８７年になるとカロリー

ベースが登場し、農水省は 

それを基に日本の食料危機を叫び出したのです。

しかしカロリーベースの 

食料自給率が発表される１９８７年以前の数値も

グラフ化されているではないかとのご指摘にお答

えします。実を言うと１９６０年から１９８７年

までの 

数値は生産額ベースの数値から割り出した数字な

のです。グラフはそれを 



１９６０年から発表していたかのようにして好評

しだしました。 

では本来の生産額ベースの世界の食料自給率を見

てみましょう。 

 

 

生産額ベースで解散すると日本はドイツ、スイスと並ん

で、イギリスより 



高いレベルです。これは農家庭先価格等に基づき、重

量を金額に換算したもので 

国際基準の百分率です。 

      食料の

国内生産額 

    生産額ベース総合食料自給率＝――――――

――――――― 

                          食料の輸入

額と国産供給額 

 

つまり、市場に出回った食料の内の何割が輸入食品か

という単純な物で解りやすいです。上のグラフは２００９年

のものですが２０１８年度は６６％に落ちていますが、アメリ

カ、カナダ、オーストラリアなど先住民族の土地を奪った

大国を除けばごくごく普通のＥＵ諸国と同等の数値で

す。 



 

 

 

今日から食料自給率は１００％になる。 

自

給率が６６％とは国産食料が三分の一、輸入品が三

分の一の状態です。 

食料は賞味期限とか三分の一ルールとかで三分の一

は廃棄されているんだから 

食料廃棄を止めれば日本は輸入しないでも食ってい

けるのではないの？との声も聞こえてきます。 

国産食料

外国産食料



 数字上では全くその通りになります。生産量の三

分の一捨てているのだから、全食料の三分の一にあ

たる輸入を止めれば国民が飢えることなく生産額ベ

ースの食料自給率は１００％になることになりま

す。今だって食用米は実質輸入して井いないのです

から自給率１００％以上です。 

 瑞穂の国日本はどこの国から攻撃をうけてもしっ

かり籠城戦に耐えられるのです。 

         北朝鮮は自給率１００％にな

る？ 

 

 

ある有名経済紙はかなり古いデータですが、２０１

３年度の北朝鮮の食糧生産は５０３万トン、食糧需

要量は５３７万トンで不足分は３４万トンで、自給

率１００％に向っているという記事を掲載していま

した。 



多分国連ＦＡＯのデータを参考にしたのでしょう。 

この経済紙は FOOD を食糧と訳してしまったようで

す。食糧の糧は兵糧のロウ、カテとも読みますが、

米を含む穀類の事です。一方食料の方は肉や魚、卵

や乳製品、野菜は含む食べ物全般です。穀物だけで

９４％の自給率からがあるなら、野菜や肉魚に乳製

品を足せば幾ら貧しくても、北朝鮮の食料自給率は

農水省的な計算をすればもうすでに１００％だと思

います。でもなんだか変です。たしか当時も海外か

ら人道的支援として食料を支援してもらっていまし

たよね。食料自給率が１００％でも食料が足りな

い？ 

JAICAF ジャイカフードでは２０１４年に世界の食

料不安で北朝鮮の栄養不足人口は国民の６割にも及

ぶと報告しています。 

北朝鮮の栄養不良率 



次の表で北朝鮮の栄養不用率を赤線で囲んでおきま

した。 



 

食料自給率は北高何低 



 

 

一方日本の食料自給率は２０１８年、平成２６年度 

は次の表の様にカロリーペースで３8％で生産額ベー

スで６6％と北朝鮮に遠く及びません。しかし日本は

国連に食料支援など要請していません。それどころ

か如何にアメリカからの食料売り込み攻勢から逃れ

ようと苦労しています。食料自給率とは一体何者な

のでしょうか？ 



自給自足が出来ていても、同じ量の食料品を輸入

すれば食料自給率が５０％となり、食品の半分が廃

棄されることになります。反対に国民の必要とする

食料が５０％しか供給できなくても、輸入をしない

と食料自給率は１００％となります。北朝鮮が食料

輸入が出来ないとすれば北朝鮮の食料自給率は１０

０％で、餓死者が出ることになります。だから食料

事情が良くない国でも食料自給率は高いのです。食

料自給率と食料豊富率,あるいは食料飢餓率とも全然

一致しないのです。 

では本来の生産額ベースの食料自給率とは一体何

者だったのでしょうか？答えはとても簡単です。そ

の国の食料の内何割が国産かと言うだけのもので

す。鉄鉱石や石油の自給率と同じ感覚の物です。ち

なみに日本は自給率ゼロですけど、、、、 

 そんなに食料が国家的な危機状態なら贅沢は止

めろ！ 



国産食料は満ち足りていても、お金があるから外

国の物を食べてみたいと思えば自給率は低くなりま

す。自給率とは国民に供給される国産食品と外国産

食品の割合の事です。でもいったい何の割合なので

しょうか、国産の食品と輸入物とのお金の割りあい

でしょうか？確かにそれは重要です。キャビア、ト

リュフやフォアグラとか、高級フランスワイン等ば

かりの贅沢をしているとお金が無くなってしまいま

す。しかしそんな事より、人間を生かしているのは

カロリーだから、国産と輸入のカロリーの比率の方

が大切だと言う農水省の様な考え方もあります。だ

から 

本当に国民の食料事情が危機に陥っているのな

ら、少なくとも人の命などに全く関係のない贅沢輸

入品の輸入は即刻禁止すべきです。外国から大量の

飼料を輸入して、おいしい和牛を育てたり、卵を食

べ過ぎることを止めるべきです。農水省の皆様はそ

んなことを言っているわけではないですよね。ただ



アメリカから米や牛肉を買わされるのがいやなので

すよね。 

 

鶏卵は輸入？神戸ビーフはアメリカ産？ 

 

国内産 95%もある鶏卵は”自給率”が 10%しかない 

こんにちは！たまごのソムリエ・こばやしです。 

生ものである鶏卵は、ほぼ「国産」です。 

たまごの国内消費は 260 万トン（平成２１年）。 

個数にして 400 億個が毎年食べられており、そのうちごく一部が加工用と

して輸入されています。 

割合でいうと、『95%が国産』なんです。 

・・・・・・が、「自給率」という側面で考えると、実はまったく違ってくる

んですね。 

日本の鶏卵自給率は、わずか 10%です。 

 



 

 

 

 

      ６次産業 

産業には一次産業、二次産業、三次産業があります

が農水省はその三つを足しての生存エネルギーの六

次産業化を進めています。つまり第一次産業である

農産品を第二次産業で食品加工して、第三次産業で

販売する農の一気通貫を計画しました。一ｘ二ｘ三

＝六と考えた方がダイナミックに感じられるのでこ

れからは掛け算の方を採用しましょう。農水省はこ

れまで色々なネーミングを発表してきましたが、こ

のネーミングは役所的でない発想で名付けられてい

ますので、もしかして耕作放棄地対策で大きな予算

を貰っているあの大手広告代理店の仕業かもしれま

せん。間違っていたらごめんなさい。とにかくこの



言葉に農水省は勢い込んで多額の助成金を用意しま

した。多くの中小企業診断士なる職業の人にも予算

をつけて大々的に応援をしました。簡単に言うと、 

コメを米穀として売るのではなく、握り飯にして小

売りしなさいと言う事です。名前が素敵なので農業

とは関係のない職種の人々が様々な企画をしまし

た。その反面、農家がおにぎり工場を建てて、おに

ぎり食堂を経営しようとする農家側の意欲はあまり

感じられなかったので、この企画が大成功している

ようには見えません。 

この一気通貫型のビジネスが大成功していないの

は、農家のおにぎり屋経営くらいの発想では発想の

ダイナミズムに乏しいからです。もちろん大手スー

パーが農地を持つことや道の駅に進出することはス

ケールの面のダイナミズムを満足させているでしょ

う。しかしそれは既に大きな基盤を持つ大企業だか



らできることで、小企業がニュービジネスをするの

なら農にこだわらない発想の転換が必要です。 

 

 

 

。 

 

 

 

日米貿易戦争はアメリカの余剰農産物が原因だ 

先週２０１９年のＧ２０東京大会が閉幕しました。 

米国トランプ大統領の貿易に関する主張の根本は不

公正な貿易の是正にあります。 

トランプ語によるフェアートレード（公正な貿易）

とは何でしょう。話を良く聞くと、どうもアメリカ



の貿易収支が輸入超になっているのは日本がアメリ

カの農産物を買わないからだと言う理論に収れんさ

れるようです。日本でどんどんできる車とアメリカ

でどんどんできる農産物の販売額を拮抗させれば 

良いだけの事です。 

日米貿易不均衡の 8割以上は自動車分野 

ところで、トランプ大統領の「貿易収支は早急に是正されることになるだろう」という今

回の発言は、日本側との合意内容の中で、日米間の貿易不均衡は相当分是正され

る、との感触を持っているようにも聞こえる。 

財務省の「貿易統計」によると、2018年に日本は 6兆 4,553億円の対米貿易黒字

額を記録した。他方、対米自動車・自動車部品の輸出額は 5兆 4,536億円、対米自

動車・自動車部品の輸入額は 1,706億円だ。日米貿易不均衡の 81.8％は、自動

車・自動車部品の分野で生じているのである。他方、米国からの食料品（農産物と肉

類）輸入額は、1兆 3,743 億円だ。 

日米貿易協議で、米国側が最も関心が高いのは、自動車・自動車部品での貿易不均

衡是正と、農産物と牛肉の日本の関税率引き下げの 2点だ。しかし、食料品（農産物

と肉類）輸入額は全体でも 5.6兆円であり、日本側が米国からの輸入品への関税を

引き下げることでその競争力が高まって、仮に米国からの輸入額が倍増するとして

も、日米貿易不均衡の是正効果は 1兆円程度に過ぎない。 

また、日本が米国からの自動車・自動車部品の輸入額を倍増させても、日米貿易不

均衡の是正効果は 1,700 億円程度に過ぎない。ところが、日本が対米自動車・自動

車部品の輸出額を何らかの方策を通じて半減させれば、日米貿易不均衡の是正効

果は 2.7兆円にのぼることになり、貿易黒字額は一気に 4割以上減少させる計算

だ。 



こうした計算を踏まえると、トランプ大統領が、8月の日米貿易合意で「貿易収支は早

急に是正される」と考えているのであれば、それは、自動車分野で日本側が輸出抑

制でかなり譲歩するとの感触を得ている、とも考えられるのではないか。 

 

 

 

余剰する生存エネルギーは（農

業の進化）は農民を減らす 

まず日本はどこの国からも生活エネルギーを買えと

圧力を受けてはいません。石油や石炭が余剰して困

る国が 

ないからです。ご存知のように生存エネルギーはア

メリカから強く迫られています。アメリカは穀物の

売り先に 

苦慮しているからです。日本も生存エネルギーは余

剰しいますから農家の数は減少して行くのです。こ

れは 



市場経済の基本です。さらに農業イノベーションは

進みますから日本の農業人口はいまの３％から 1%ま

で減るでしょう。 

今の現役農民はあと 2 年ほどでその半数が現役をい

んたいします。新規参入者の年齢も定年を過ぎた 60

才以上です。 

この人たちも 70 才を超えると引退しはじめます。市

場は市場に任せておけばいいのです。 

例えば米国では、農業労働人口の割合が 1900 年の

40%から 2000 年のわずか 2%にまで削減されました。 

農場に住む人が減ったため、私たちは作物がどのよ

うに栽培・加工・出荷されるかを忘れやすい状況に

なりました。少なくとも先進諸国では、食料とは

「どこか他の所」から来る、手頃な値段で手に入る

商品となりました 

http://www.ers.usda.gov/publications/eib-economic-information-bulletin/eib3.aspx
http://www.ers.usda.gov/publications/eib-economic-information-bulletin/eib3.aspx


 

             

 

かつて明治の始めは日本の人口の８０％は農業に従

事していましたが、現在は 

３％以下になっている。しかし依然として米の自給

率は１００％であり続けていられるのは農業技術の

進歩故なのである。かつては８８回の手間がかかっ

て 



作られたと言われていた米は農業機械メーカーなど

に言わせると年間４８時間しか要さないらしい。従

って９割以上の農家は兼業になり、その収入のほと

んどは農業以外の収入である。これが耕作農地の縮

小であり耕作放棄地の拡大要素です。 

つまり農民は８割減っても農水省の職員数はさほど

減っていません。 

減っていないから縄張りも縮小できない。つまり耕

作していなくても土地は農地のままになる。放棄さ

れて森となっていてもそこは法的には農地のままで

す。 

いまや世界は食料大余剰の時代に入っているので

す。 

 

 

 



 

 

 

耕作放棄地の真相 

 

耕作放棄地が社会問題として多く取り上げられて

います。この分野を研究する人も少なくありませ

ん。いろいろな大学や研究所、マスコミからも耕作

放棄地について色々なご質問をいただきます。しか

しどうも「耕作放棄地は社会問題だ。だから何とか

しなくてはならない」という先入観から議論が出発

している場合がほとんどです。それは太陽は東の水

平線から昇って西の地平線に沈むという天動説を前

提に議論するのと似ています。耕作放棄地は悪い！

と言う前に、農地はなぜ放棄されるのか。放棄され

るとなぜいいけないのか？と言う前提から議論を始

めると、もしかすると全てがコペルニクス的に転回



するかもしれません。すると今までの耕作放棄地に

対する糾弾は、天動説でなければ困る人たちの宗教

裁判である可能性も出てきます。もしかして裁判に

係る人たちも、そもそも耕作放棄地とは何だか知ら

ない可能性もありますよ。 

試に農水省のホームページで耕作放棄地と検索し

てみましょう。農林業センサスとか荒廃農地とか、

遊休農地とか出てきますね。一体なんのことでしょ

うか？ 荒廃農地と遊休地と耕作放棄地は同関連す

るのでしょうか？まずそれから理解してみましょ

う。 

  まず、行政は耕作放棄地と言う言葉を使わな

くなりました。かわりに遊休農地と言ったり荒廃農

地と呼んだりするようになって来ているのです。 

かつて天動説を信奉する学者や聖職者たちの説明は

地動説に比べて複雑怪奇だったように、耕作放棄地

の説明も極めて珍妙です。問題を複雑にして煙に巻



くような説明を延々と繰り返されるような状況に国

民は置かれているのではないかと考えてしまいま

す。まず国はなぜ同じ農地を耕作放棄地と言った

り、荒廃農地と言ったり、遊休農地といったりする

のでしょうか？ 以下は農水省が言うそれぞれの呼

称の定義です。 

 

「耕作放棄地」 

農林業センサスにおいて、「以前耕作していた土地

で、過去 1 年以上作物を作付け（栽培）せず、この

数年の間に再び作付け（栽培）する考えのない土

地」とされ、農家等の意思に基づき調査把握したも

のです。（統計上の用語） 

「遊休農地」 

農地法において、「1.現に耕作の目的に供されてお

らず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見

込まれる農地」「2.その農業上の利用の程度がその



周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく

劣っていると認められる農地（1.の農地を除く）」

と定義され、農地の有効利用に向けて、遊休農地に

関する措置を講ずべき農地のことです。（法律上の

用語） 

「荒廃農地」 

荒廃農地調査※において、「現に耕作に供されてお

らず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では

作物の栽培が客観的に不可能となっている基準に該

当する農地」とされ、現地調査により把握したもの

（調査上の用語）と説明しています。 

まず、なぜ統計上と法律上と調査所上と同じ農地

を三通りに呼ばなければならないのでしょうか。無

駄な税金を使わずに一回でいいではないでしょう

か？ またそれぞれ違う数字が出ていますがが、ど

れを目安にすればいいか全くわかりません。国民に

分かるように説明するのが行政の義務ですが、実態



は税金を使ってわからないように分からないように

してしまうのです。めくらましに負けないように。

まずはわけのわからない言葉からすっきりさせてみ

ましょう。 

 

そもそも農林業センサスってなんだ？ 

そもそも農林業センサスのセンサスの意味が分かり

ません。なんで日本語ではないのでしょうか。私が

知るところによると、確かローマ時代の国勢調査は

セントールとは言う役人が調査していたような気が

します。英語でも人口調査の事を Census 言います

から調査の事をいうのでしょう。農業の調査と言え

ば国連の食料農業機関（FAO）が提唱する世界的な

調査がありますから、国連に加盟している日本もこ

れに協力する必要があったのでしょう。 

農水省はウェブサイトで以下の様に説明していま

す。はじめに申し上げますが、農水省ほど実に様々



な説明や数字を国民に示してくれる省庁はありませ

ん。その豊富さはどの研究機関より豊富だと思いま

す。その農水省の説明をそのまま引用します。 

1.最初の農業センサス．．． 

我が国における農林業に関する全数調査としては、

FAO（国際連合食糧農業機関）の前身である万国農

事協会が提唱する「1930年世界農業センサス」の

実施に沿って実施した「昭和 4年農業調査」が始め

とされています。 

その後、戦前では、昭和 13年全国一斉調査、昭和

16年農林水産業基本調査が実施されました。 

2.戦後の農業センサス．．． 

昭和 20年の終戦により引揚げ、復員などにより増大した人口を農業

－農村へ吸収させていく必要があったことから、昭和 21年に「農家

人口調査」を実施するとともに、食糧管理や農地改革等の問題に対処

するため、昭和 22年臨時農業センサスが実施されました。このとき



に初めて「センサス」という名称が用いられました。 

このように戦後直後の調査は農業への過剰就業、食糧不足、農地改革

等の問題に直接的に対応しようとする性格を有していたが、1950年

代に入ると基本的な農業構造を本格的に捉えようとする方向に転換し

ていきました。 

このような中で、FAOが提唱した「1950年世界農業センサス要綱」

に準拠した「1950年世界農業センサス」を昭和 25年 2月に実施

し、これ以降 10年ごとに FAOが策定する「世界農業センサス要綱」

に基づいて「世界農業センサス」を、その中間年に我が国独自の「農

業センサス」を行っています。 

3.現在までの農業センサス．．． 

1950年農業センサスの基本的特徴は、FAO(国際連合食糧農業機関)

が世界的規模で提唱した「1950年世界農業センサス要綱」に沿って

実施されたことです。 

これは、調査項目やセンサス上の諸定義は FAO要綱の強い影響のも

とで設計されることとなり、農業センサスの目的として生産・就業構

造の把握に重点が置かれる傾向がこのセンサス以後一層加速されるこ



とになりました。 

この後、調査項目や定義などについて見直しを加えながら実施してお

り、平成 27年 2月 1日現在で実施した 2015年農林業センサスは、

戦後 14回目の農業センサスということになります。 

なお、農業集落調査は、昭和 30年から農林業センサスの一環として

実施しており、平成 17年からは調査内容を見直し、名称変更して農

山村地域調査として実施しています。 

また、沖縄県については、昭和 46年 10月 1日現在で当時の琉球政

府が沖縄農業センサスを実施し、次の 1975年農業センサスから調査

の体系に組み入れられ、12月 1日現在で調査を実施してきました

が、平成 22年から全国統一の 2月 1日現在で実施することとなりま

した 

         ＦＡＯってなんだ？ 

 

FAO（Food Agriculture Organization）は名前の

とおり食料と農業に関する国連の機関ですが、日本

は林業も農水省の管轄なので農業センサスではなく



農林業センサスと言っています。日本では 1950 年か

ら 10 年おきに実施されていますが、調査好きな農水

省は 2005 年以降、10 年間の中間でもう一回調査を

入れ出して今では 5 年おきに実施しています。FAO

とはフード、アグリカルチャーの機構です。ちなみ

に FAO を食糧農業機構と訳すひともいますが、食糧

とは穀物類の事なので本書では食べ物全般を呼ぶ食

料の字を使う事にします。 

農業センサスとは「我が国の農林業の生産構造や

就業構造、農山村地域における土地資源など農林

業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかに

し、 農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資

料となる統計を作成し、提供することを目的に、5

年毎に行う調査です」 

調査は雇われた調査員が国勢調査のように 

一軒一軒農家を訪ねてアンケート用紙の様な物に書

き込んで記録します。昼間訪ねても家にはいませ



ん。農地を訪ねるのか夜行くのか、電話ですまして

しまうかも知れませんね。とにかく農林業経営体調

査票という物を見てください。 

国勢調査のように調査員が農家に記入してもらう

アンケート方式を取っています。その用紙のサンプ

ルの一部を下に添付しました。 

 



 



これがアンケートですから農家の人々が自分で記入

するのです。本当か？ 

こんな面倒な用紙に農家の人々が従順にかつ丁寧に

記入するのでしょうか？ 農家の平均年齢は六十数

才です。そんなお年寄りが若い調査員の支持に従っ

て律儀に記入するするとは思いません。 

実際は「適当に書いておけ」とは「良く覚えてね

え」なとと答えているにちがいありません。 

そんな自己申告された数字から日本全国に散らばる

耕作放棄地の合計は約 42.3 万ヘクタールとしていま

す。分かりやすく言えば滋賀県と同じくらいの面積

が耕作放棄地になっています。やはりかなり広いで

すね。しかし実際はもっともっとあるのでしょう。

誰だって自分の農地が役に立たない耕作放棄だとは

言いたくないし、耕作放棄の持つ言葉が感覚的に悪

い響きを持っていますから、自分が耕作を放棄して

いると言いたくないからです。それどころか、相続



の手続きが面倒だったり、兄弟間で協議するのがい

やだったり、少ないにしても税金を払いたくなかっ

たりで相続したくないからそのままにしてある農地

とか、その内誰の物か分からなくなった農地がかな

りあるのです。私は農地を買うためにいろいろの農

地も持ち主を調べていますが、そんな農地の多いこ

と多い事。 

左の図をご覧ください。白い空白が見えるでしょ

う？農林業センサスが調査しなかった、あるいはで

きなかった土地です。５a つまり３０坪より小さい

土地、誰のものか分からなくなった土地、土地の存

在自体をごまかしている土地などです。それがざっ

と９０ヘクタール以上あるのではないかと言うので

す。確定しない耕作放棄地面積。まさに災害時の死

者と行方不明者の関係です。行方不明者のほとんど

は実際には死んでいる現状と同じです。そんな土地

がセンサス外の土地が日本の農地の４分のⅠに登る

のです。そして今でも広大なその面積は毎年確実に



広がっています。今私は梅雨入りした本日中山間農

地調査から帰ってきたところです。八ヶ岳をぐるっ

と回ると田植えの今、なんと水さえ張られていない

かつても水田が多い事でしょう。耕作放棄地は決し

て農地の一割りどころではありませんよ。 

さてともかく耕作放棄地の面積が調査員によって

５年ごとに調査されていることが分かりますが、 

荒廃農地とか遊休農地は誰によって調査されている

のでしょう。 

 

遊休農地って何だ 

1952 年に制定された農地法の基本理念は耕作してあ

る土地を農地とし、例え登記上は農地であっても実

際に耕作していない土地は農地ではないとしてきま

した。したがって耕作放棄地を耕作放棄農地と呼ば

ないのは正しい呼び方です。ですから荒廃農地や遊

休農地と呼ぶのは間違いで、現在耕作していないの



だから、荒廃地とか遊休地と呼ぶべきです。つまり

荒廃遊休地は農地台帳から外され、農地法の対象外

であるはずなのです。しかし滋賀県と同じ面積の農

地が農地でなくなって農水省の管轄から外れること

は農水省にとってどうしても避けなければならない

事なので、遊休農地や荒廃農地という言葉を作りだ

し、耕作をしないのではなくちょっと休んでいるだ

けだから耕作していなくても農地のままにしておこ

うとその死を認めないでいるのです。そして平成１

１年の農地法改正に遊休農地と言う言葉を登場さ

せ、その扱いを書き記しました。つまり休むのを止

めて直ぐ耕作しなさい。さもなければ誰かに貸しな

さい。として遊休農地を耕地に変えようとしたので

す。しかしすぐに復耕できる状態の遊休農地は１万

ヘクタール位でした。そこで農水省は更に荒れた約

１０万ヘクタールの今後復耕の予定のない土地を強

引に遊休しているだけだとしてそこも２号遊休農地

と呼ぶことにしました。 



しかしこの約１０万ヘクタールは荒廃農地Ａと同じ

土地なのですが、農地として農地法の適用を受ける

農地に踏みとどめたのです、しかし流石に森や原野

となって自然回帰してしまっている荒廃農地Ｂと同

じ土地まで遊休しているとは言えず。その土地を黙

殺してしままいました。それが遊休農地をもって法

律上の言葉とした経緯です。 

       荒廃農地ってなんだ？ 

農水省は耕作放棄地の拡散を非常に憂慮しました。

これは農水省の権益、いわば縄張りを縮小する事態

だからです。実際には喰いとめられない事だが、数

字上では食い止めたい。 

農水省は以前より不規則に農地パトロールをして

きた農業委員会に着目しました。農業委員会も農地

の非農地化は避けたいとおもっていたからです。農

水省は利害が一致する農業委員会に農地を毎年客観



的にみて報告するように依頼して農業委員会はそれ

を毎年実行しています。 

しかし農業委員会の客観的数字は農家が申告した

主観的な耕作放棄地の面積の半分程度となってしま

いました。そして農水省はそれを耕作放棄地とは呼

ばず荒廃農地と名付けて農地扱いしました。農業委

員会の職員が見ればそれは客観だという意味がわか

りません。客観と言う主観とだけ言っておきましょ

うか。とにかく農家が控えめに言っても膨大な耕作

放棄地を「それは貴方の主観で、我々が客観的に見

ればあなたの放棄した農地だってまだまだ復耕でき

ますよ」と農業委員会が励ましているのです。 

 程度の悪い遊休農地と程度の良い荒廃農地 

解りやすいように面積に忠実に下の図に描いて見ま

した。紺色が 1 号と 2 号遊休農地の合計です。 

農水省の説明を要約すれば１号遊休農地は程度が良

く 2 号遊休農地は程度が悪いのです。そして 



黄色が再生可能な荒廃農地でオレンジが再生困難な

荒廃農地です。すると２号遊休農地と再生可能の 

荒廃農地は一緒の農地だったのです。すると２号遊

休農地の１．１万ヘクタールと１号遊休農地と呼ん

でも 

再生可能の荒廃農地と呼んでもいい１３．５万ヘク

タールと再生困難な荒廃農地１２．４万ヘクタール

をの３つを合わせるとピッタリ２７万ヘクタール。

つまり日本には耕作されていない農地が２７万ヘク

タールしかないことになる。すると耕作放棄地の４

２．３万ヘクタールとの差１５．３万ヘクタールは

どこにあるのでしょう？ 

 

農家の主観と農業委員会の客観の差１５．３万ヘク

タールはどこに 

 

 



農家が耕作してない農地が４２．３万ヘクタールあ

ると言うのに農業委員会がいや 

「お宅は耕作してるじゃないか！ 耕作していない

農地は２７万ヘクタールしかないんだよ」と言って

いることになる。しかし農家の主観的な自己申告も

実は事実ではない。 遊休農地と荒廃農地は連結し

ました。しかもその連結部分は溶け合っているので

す。そもそも多数の人間の眼が判定するのですか

ら、どっちにも言えるのです。さらに農水省は遊休

農地をその程度で１と２に分け、さらに荒廃農地も

ＡとＢに分けました。玉虫色のグラデーションの完

成です。下の２つのグラフを見ていただきたい。 

図１ ２０１４年度のグラフでは記載のなかった遊

休農地が図２、２０１５年度になると、１号遊休地

は再生可能な荒廃農地にすり替わって、２号遊休地

は緑色に塗られた耕地一部として記載されていま

す。 



 

図Ⅰ 2014 年 

  

 

耕作放棄地の真相 

 

耕作放棄地が社会問題として多く取り上げられて

います。この分野を研究する人も少なくありませ

ん。いろいろな大学や研究所、マスコミからも耕作

放棄地について色々なご質問をいただきます。しか

しどうも「耕作放棄地は社会問題だ。だから何とか

しなくてはならない」という先入観から議論が出発

している場合がほとんどです。それは太陽は東の水

平線から昇って西の地平線に沈むという天動説を前

提に議論するのと似ています。耕作放棄地は悪い！

と言う前に、農地はなぜ放棄されるのか。放棄され

るとなぜいいけないのか？と言う前提から議論を始



めると、もしかすると全てがコペルニクス的に転回

するかもしれません。すると今までの耕作放棄地に

対する糾弾は、天動説でなければ困る人たちの宗教

裁判である可能性も出てきます。もしかして裁判に

係る人たちも、そもそも耕作放棄地とは何だか知ら

ない可能性もありますよ。 

試に農水省のホームページで耕作放棄地と検索し

てみましょう。農林業センサスとか荒廃農地とか、

遊休農地とか出てきますね。一体なんのことでしょ

うか？ 荒廃農地と遊休地と耕作放棄地はどう関連

するのでしょうか？まずそれから理解してみましょ

う。 

  まず、行政は耕作放棄地と言う言葉を使わな

くなりました。かわりに遊休農地と言ったり荒廃農

地と呼んだりするようになって来ているのです。 



 

農水省も自ら複雑に区分した土地に惑わされて

しまったのでしょう。 

 

  紺色と黄色とオレンジ色の合計は 41.8ヘ

クタールで 農業センサスの言う耕作放棄地約

42.3ｈａとほぼ一致します。 

ではもっと新しい平成２９年２０１７年の数字

を棒グラフにしてみましょう。 

   



 

 

 

 

やはり程度のより軽い放棄されている農地を遊

休農地と呼びもはや森や原野になっている放棄

地を荒廃農地と呼んでいることが分かります。 

ではなぜ農業委員会は荒廃農地と遊休農地の調

査を別々にやるのだろうと思われると思いま

す。そうです、実はこの２つの調査は一緒に実

施されているのです。 

並べてみると遊休農地には遊休農地２の一万

ヘクタールが僅かに描かれていて、無色の自然

回帰してしまった土地に言及がないだけで、荒

廃農地と遊休農地は全くと言っていいほど同じ

です。同じものを違う呼び名で呼べば一度の調

査が二度に聞こえ、よく働いていると思われる



からでしょうか、あるいは、ぼたもちと言った

りをおはぎと呼んでだりして、その時の都合で

呼び分けるのでしょうか。国民には理解しがた

いところです。まあ実の所、同じなじですから

本書ではこの二つを荒廃遊休地と呼ぶことにし

ます。 

 

荒廃遊休地は耕作放棄地と同じ? 

農水省は主観より客観の方が信憑性があるといいま

すが、筆者は農業センサスの耕作放棄地の調査結果

がより正しいと断言します。なぜなら耕作するのは

農家であり、いくらお上がここは耕作放棄地ではな

いといったとことで、耕作する人がいないのだから

そこは耕作放棄地です。 農家の主観は農業委員会

の客観より信憑性が高いのは当たり前の事です。 

つまり実際に農業の為に使われていないが地目が

農地となっている土地は４２．３万ヘクタール以上



もあるのです。複雑だったですね。あまりに複雑に

してしまったので、農水省も県も農業委員会の職員

だって分からなくなってしまっています。 

さて今申し上げたことを下に図解して説明しま

す。平成 26 年（実績値） 27.6（27.3） 13.2

（13.0） 14.4（14.3） 

 

 

耕作放棄地、荒廃農地、遊休農地の関係 

 

まず農水省の説明を見てみましょう。 



 

 

 

これはサイズに統一感がないので分かりづらいで

す。例えば２号遊休農地の 1.1 万ヘクタール緑の面

積が 

が１号遊休農地 12.3 万ヘクタールの三分の一もあっ

たり、1 号遊休農地、２号遊休農地と再生可能 

荒廃農地と再生困難荒廃農地の面積を合計すると耕

作放棄地の面積とほぼ一致するように錯覚してしま

います。 



しかし実は１号遊休農地と再生可能な荒廃農地とは

同じ土地なのです。だから耕作放棄地の 42.3 万ヘク

タール 

はダブらな正しい計算の遊休荒廃農地より耕作放棄

地は 13.8 万ヘクタール大きいのです。

 

遊休農地Ａと再生可能荒廃農地は同じ土地だった 

ここで注意しなければならないのは数字のマジッ

クです。遊休農地 A と B の合計 13.5 万ヘクタール、

再生可能荒廃農地と再生困難の 13.5 万ヘクタールと



15.9 万ヘクタールを合計すると見事に耕作放棄地の

42.3 万ヘクタールの近似値 41.9 万ヘクタールが出

来上がります。 

つまり耕作放棄地は遊休農地と荒廃農地の合計であ

る裏付けとなるわけですが、よくよく 

見てみると遊休農地Ｂと再生可能荒廃農地は同じ土

地で有るのにもかかわらず、ダブって 

カウントされているのです。 

しかし、それでも国連ＦＡＯの言う Abandon Ｆield 

の大きさはそんなもんではありません。Abandon 

Field を耕作放棄地と訳したのは農水省の名訳です

が、耕作と言う行為を放棄した 

との意味合いに聞こえます。しかし Abondan Field 

は土地そのものの放棄の事です。 

放棄地と訳した方がより正確の様な気がしますの

で本稿では国連 FAO がセンサスで 



示そうととした放棄農地の大きさを独自に表してみ

ます。 

耕作放棄地より広い放棄地とかい廃農地 

 

畑も野原もフィールドです。ヨーロッパには水田

がなく、放牧地が広いのが日本との違いです。畑と

野原の違いが日本ほどありません。だから畑も野原

もフィールドで、英語の Cultivation も日本語の耕

作のような丁寧な感じではなく、森を切り開く開拓

のような意味合いが強いと思います。日本では農地

と耕地は殆ど同じ意味をもち、従ってコンパクトで

丁寧な耕作を旨とする日本の農家にとって、耕作を

放棄すると言う意味の耕作放棄地とは耕作放棄人の

ような言葉は屈辱的なのです。そう思っているから

耕作放棄の事実を過小してセンサスのアンケートに

答えるからです。それでは別の角度から Abandon 



Field の大きさを検証してみましょう。以下、放棄

地と呼びましょう。 

            

 減少した農地１６０万ヘクタール 

農地改革以降、農地が最大になったのは１９６２

年（昭和３７年）でしょう。図２－３もそれを示し

ています。約６０７万ヘクタールです。 

 



１９７０年、昭和４５年の農地は５８０万ヘクタ

ールで、農地は２０１６年の耕地面積は約４５０万

ヘクタールですから、約１３０万ヘクタール減って

います。しかし農地転用された土地の合計は

453,591 ヘクタールですから計算を簡単にするため

に約４５万ヘクタールとしましょう。すると約８５

万ヘクタールが消えてしまったことになります。農

水省は農地と非農地の判定は現況判断ですから農地

台帳に記載されている農地で原野とか森になってし

まって現況農地でない土地が８５万ヘクタール出来

てしまったと言っています。すると台帳上は農地で

あって実際は農地ではない土地が農業委員会の客観

より農家の主観よりはるかに多い約８５万ヘクター

ルが存在することになります。これを自然回帰農地

と呼ぶことにします。 

 

自然回帰地 



地目は農地だが農地の態をなさない地目上の農地が

約８５万ヘクタールもあります。 

その内の農林業センサス上で耕作放棄地と呼ばれる

土地が約４５万ヘクタールあります。 

この耕作放棄地は自然回帰のうちよりそれでも程度

がよいのでこれは耕作放棄地という 

名称のままの約８５万ヘクタールから差し引きま

す。すると残りは約４０万ヘクタール 

ですからこれが耕作放棄地より酷い状態の自然回帰

農地となります。農水省はあくまで 

農地か農地ではないかは目視によると言っていま

す。 

このようなことから地目上は農地でも遊休農地、荒

廃農地、耕作放棄地、自然回帰地 

と分類する必要があります。しかし遊休農地と荒廃

農地はほぼ同じですから、遊休荒廃過程農地Ａとし



て耕作放棄地から遊休荒廃農地を引いた面積を遊休

荒廃農地Ｂとしてさらにそれに加えた自然回帰農地

Ａと自然回帰農地Ｂに分けることにします。 

遊休荒廃過程農地Ａとして耕作放棄地から遊休荒廃

農地を引いた面積を遊休荒廃農地Ｂとしてさらにそ

れに加えた自然回帰農地Ａと自然回帰農地Ｂに分け

ることにします。 

 



この帯グラフによると約６７．５万ヘクタールが地

目上は農地だが実質的には農地ではなくなってい

る。つまり消えた８５万ヘクタールの内、６７．５

ヘクタールが地目上は農地であっても実質的には農

地ではないわけではないので、不明地は１７．５ヘ

クタールとなる。農林業センサスによれば３@ 

以下の土地や不在地主（土地持ち非農家とは違っ

て、所有者の判らない地主）、地主が税金を払いた

くない等の理由でその存在を明らかにしない土地が

１０数ヘクタールあってもおかしくはない。 

そして当時約７１万ヘクタールだった桑畑は殆どゼ

ロになっています。 

 

斜面であったり、飛び地であったり、３０アール

以下であったりと悪い条件でも差し支えない桑畑は

その多くが優良農地として面積の拡大を期待された

一種の農地ではありません。そのほとんどが農振法



から除外された二種か三種農地転用が充てられてい

ました。そこには農地以外の山地も含まれていたは

ずです。 

１９６０年のピークから約１６０万ヘクタール減

少した農地の内、転用されて農地でなくなった土地

が約４５万ヘクタールです。 

 

  

平成

25年 

26年 

 

27年 28年 29年 30年 

耕地面積 453.7 451.8  449.6 447.1 444.4 442.0 

   うち田 246.5 245.8  244.6 243.2 241.8 240.5 



         畑 207.2 206.0  205.0 203.9 202.6 201.4 

   かい廃面

積 

2.0 2.6 

 

2.6 3.0 3.3 3.4 

   拡張面積 0.7 0.7  0.4 0.5 0.6 0.9 

作付延べ面

積 

416.7 414.6 

 

412.7 410.2 407.4 ‥ 

耕地利用率

（％） 

91.8 91.8 

 

91.8 91.7 91.7 ‥ 

        



 

しかし転用できてない約１１５万ヘクタール

はどこにいってしまったのでしょうか？ 

 

左のグラフでによると、日本の田畑は昭和３１年に

は約５８０万ヘクタール有ったことを示していま



す。それが平成２７年には約４５０万ヘクタールに

減っていますので、約１３０万ヘクタール減少して

います。もう一つ表をご覧に入れます。 

 



昭和４５年から平成２８年までの農地転用の推移

です。約４５万ヘクタールが 

農地でなくなっています。これをもう一つの呼び方

で改廃されたと言います。 

ここで聞きなれない言葉、改廃と言う言葉を説明し

ておきます。 

 

   かい廃農地ってなんだ？ 

かい廃とは法律用語の改廃です。改廃とは法律や

規制をはいしすることです。したがってかい廃農地

は農地法の規制を解かれた土地となります。つまり

農地転用によって農地以外の地目になった土地と言

う事になります。わざわざ平仮名を使ってかい廃と

したのは,農地から宅地に地目を変えて我が家を建て

た人が改廃などと聞くとおどろおどろしく感じるか

らかい廃と呼ぶようにした農水省の優しさでしょ

う。昭和４５年の農地は上のグラフでは約５７０万



ヘクタールでしたから農地の減少は約１２０万ヘク

タールです。その内かい廃して 

地目を農地以外にした土地が４６万ヘクタールで

すから７４万ヘクタールが地目は農地のまま実際は

農地でなくなっていることになります。さらに農水

省の調査でわかった地目上は農地でも実際は農地で

ない約４３万ヘクタールを引くと耕作放棄地約４２

万ヘクタールは地目としては農地ですが、実際に農

地ではな４２万ヘクタールを差し引くと大体３１万

ヘクタールが残ります。この３１万くらいの土地は

既にそのほとんどが森林になっています。桑が多い

のですがクヌギやシイの雑木林になっています。農

水省の見解ではこれらは既に自然林なのだから遊休

荒廃農地とか耕作放棄農地のように明らかに農地で

はないのだから計算から外しているのでしょう。本

稿では耕作放棄地にもなっていない４８万ヘクター

ルの土地を英語の abandonから放棄地と呼ぶように

します 



 

。

 

 

 

     農水省の苦労 

 

 

この白い部分の一部は土地持ち非農家以外の不在

地主がいることを示しています。持ち主がどこにい



るか分からないと言う意味でしょう。耕作されてい

ないでしょうね。 

 

 

白耕地 

面積等の推移 我が国の耕地面積は、昭和 36 年の

609 万 ha をピークに長期的に減 少傾向にある。40

年代には高度経済成長下の宅地等への転用が大幅 に

増加したことなどから、その減少幅は大きく、ま

た、平成に入る と耕作放棄も増加し、平成 17 年に

は 469 万 ha、ピーク時の昭和 36 年 と比較すると

77％となっている。色のセンサス対象外などの土地

は３０万ヘクタールから６０万ヘクタール位の大き

さに見えます。耕地面積は販売農家の農地と自給農

家の農地の合計でそれ以上の物は存在しません。つ

まり上の図からは３６３．２ヘクタールと１６．２

ヘクタールの合計３６６万ヘクタールしか耕地面積



（農地面積）はないはずです。では全農地である約

４４０万ヘクタールから約３７０万ヘクタール引い

た 

７０万ヘクタールが不耕作農地と言う事になり、

やはり農業委員会のいう２０数万ヘクタールの遊休

荒廃農地よりも農家の申告している約４０万中ごろ

の耕作放棄地より 

多いことになる。耕地面積等の推移 我が国の耕地

面積は、昭和 36 年の 609 万 ha をピークに長期的に

減 少傾向にある。40 年代には高度経済成長下の宅

地等への転用が大幅 に増加したことなどから、その

減少幅は大きく、また、平成に入る と耕作放棄も増

加し、平成 17 年には 469 万 ha、ピーク時の昭和 36

年 と比較すると 77％となっている。 

もちろん、農水省もこのミッシングフィールドの

存在を知っています。しっているから下の 



参考資料の帯グラフに白い空白の部分を作っている

のです。知っていますが土地が５＠以下だったり 

地主と連絡が取れなかったりして面積を割り出せづ

に面積を書いていません。 

農水省の描いた別のグラフですが、センサス対象外

の土地の大きさが白く描かれています。数字が書か

れていないのは、調査対象外で正確にはわからない

から大体の大きさで示されています。全体の五分の

一位あるでしょうか調査対象になっていない、５a

以下の土地とか地主が不在な土地です。耕作放棄地

と遊休荒廃地は一緒の大きさなのですから農業委員

会とか市町村の調査にも入っていない土地です。5a 

以下の農地などとても非効率ですから耕作されてい

ない可能性は大いにあります。また白い部分に不在

地主と書かれているほかにその上の黄色い部分 

に土地持ち非農家と書かれていて 2.8 万ヘクター

ルとなっています。土地持ち非農家とは農地を持っ



ていても農家でないという農地法では考えられない

地主の事です。土地持ち非農家の人たちは農地を持

っていても都会で働いている人々が殆どですから不

在地主です。 

 

７１万ヘクタールが残ります。この面積は目視し

て実際には農地でないと農水省が 

判断した土地ですから、これが本当の自然回帰農

地です。つまりもはや農地の態を 

なさない地目上の農地が７０万ヘクタール以上日

本に存在し、その大きさは巷間言われている埼玉県

や滋賀県クラスの大きさではなく高知県や岡山県と

いった日本でもトップ２０位以内の巨大な物です。

つまり放置されている地目上の農地は遊休荒廃農地

や耕作放棄地 

どころではなく７０万ヘクタール規模で日本に存

在し、地目が農地故にタダ同然の固定資産税の農業



以外に利用できない土地が存在することが判明し

た。 

下の図をご覧ください。農水省が示した耕作面積

統計調査と２０１０年世界農林業センサスとの対比

を説明したグラフです。分かりにくいですが要は法

律上の呼称である遊休農地との呼称である荒廃農地

の調査の呼称を一緒（もともと一緒の物）にした左

のグラフと統計上の呼称である耕作放棄地の 

違いを説明しています。しかしなぜ両方とも農水

省自身が発表しているものなのに、耕地面積統計調

査が２０１０年世界農林業センサスを非難するよう

な、いわば自己批判をするようなサイトを発表した

のでしょうか？そもそも同じ期間が二つのあるいは

三つの基準があることが不思議なことなのです。 

これをダブルスタンダードとはトリプルスタンダ

ードとか言うのではないでしょうか。国民は何を信

じればいいのでしょうか。 



 

 

本稿ではその農水省の帯グラフの面積を数字に忠

実な大きさに書き直しました。すると 

大体３０万ヘクタール強の面積が不明のままで

す。しかし不明とは言っても、５＠以下の 

農地で効率的な農業が出来ない事や、誰が持ち主

かわからないような土地で農業が立派に営まれてい



るわけはないのでこの土地は放棄地であると断定し

ました。すると耕作放棄地と放棄地の面積の合計は

７０万ヘクタール強となります。なんと埼玉県どこ

ろか滋賀県どころか岡山県とか高知県位の面積が農

業に貢献していない事になります。まさに日本の農

地の７分の一です。 

 

 数字に忠実に書き直した帯グラフ 



 

 

   耕地と農地の違いがあるの？ 

耕地 

国内統計では 

「農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、け

い畔を含む。」と定義されています。田畑や果樹

園、牧草地も耕していなくても肥料を播いているだ



けで耕地になります。 

肥料を播かない放牧地採草放牧地は、農作物の栽

培」目的でないので、耕地ではありません。 

休耕地や耕作放棄地でもひどく荒れていなければ耕

地です。 

農業委員会が使うのは国内統計です。 

 

国際統計では 

英語の cultivation が使われていますから、日本語

の Farming とは違います。 

「短年性作物の収穫が行われている土地（二毛作の

土地は重複して計算していない）、採草又は放牧の

ための牧草地、一時的休閑地」と定義されていま

す。国内統計では二毛作の農地は重複して数えられ

るので、農地より耕地の方が多いなんてことがあり

ます。短年性作物とは日本では果樹でない作物と理

解してもいいでしょう。果樹園は耕さないから耕地



ではないです。 

 採草放牧地についても人工的に育成させなければ

耕地ではないでしょうね。 

農林業センサスは国際統計です。 

国内と国際でずれがあるので、全てが玉虫色になっ

てしまいます。日本は国連加盟国なのだから、 

ＦＡＯの基準にしたがったらどうでしょう。 

 

今まで言われて来た耕作放棄地の原因 

 

以下は農水省が分析する耕作放棄地の現状と対策の

グラフです。 



 

農地が放棄される９つの原因として挙げています。

しかしこれを分析結果とするにはあまりにお粗末で

す。まず１の高齢化は３の担い手がいないことで同

じ言葉です、２、４、７は供給過剰で作っても売れ

ないと同じことを三回言っています、残りの５と６

は要するに農地が使えないと言う事です。農水省ら

しく問題を複雑に見せていますが、一言に纏めれば

「使えない農地があるが、何か作っても売れないか

ら担い手なんか来ない」となります。つまり農産物

の供給過多の現在、小規模で場所が悪い農地から淘



汰されて行くのを示しているだけなのです。これは

原因ではなく原因の分析に過ぎません。 

 

耕作放棄地の原因は高齢化ではない 

 

 

そもそも人の高齢化は産業の衰退の理由にはなりま

せん。人が年を取るのは当たり前です。どんな花形

産業にも従業員の定年はあります。ただ将来性のあ

る産業には若者がどんどん集まってくるのです。も

しその産業に若者が集まらず従業員の平均年齢が上

がって行くとすれば、その産業は既に衰退している

のでしょう。従って衰退が高齢化の原因にはなりま



すが、高齢化は産業の衰退理由にはなりません。で

すから日本の農業は既に衰退しているのです。 

ではなぜ衰退したのかと問われれば、補助金と保

護貿易を続けているうちに体質が弱くなり、後の項

でお話しするように輸出も輸入のとても少ない、国

際化についていけなくなっている産業だと言わざる

を得ません。決して高齢化ではなく農場の設備不良

でもありません。 

設備を改善して生産効率をあげても食料廃棄が増大

するだけです。圃場整備やボランティア募集や付加

価値の大きい作物の導入などなどサプライサイト側

だけを考えている人は経済音痴です。もっと悪く考

えれば知っていてもわざと知らないふりをして痛い

ところに言及しないのかも知れません。 

売れなければ作らなくなるのは当たり前です。売れ

ない原因を色々上げる人もいますが、一言で括ると

供給の方が需要より多いと言う事です。 



 

 

  

 余る生存エネルギーと栄養不足の人々 

世界の人口 72億人を養うだけの生存エネルギー（食

料）は地球上に存在します。しかし７億２千万人の

栄養が失調しています。なぜそのような事が起きる

のでしょう。その原因は流通にあります。その流通

に欠かせない物が生活エネルギー（燃料）です。燃

料は重機を動かして道路や鉄道を造ります。そのイ

ンフラストラクチャーの上を生存エネルギーを積ん

だトラックや列車が走ります。その生活インフラが

まだまだ行き渡っていないのです 

我々の祖先が何百万年前に生活エネである火と出合

った時が文明の始まりで、人が人となった時でし

た。 



そしてその時代は全てが地産地消でした。ジャング

ルからサバンナに降りが人間は移動を手に頼らず、

二足で歩行しましたから、自然発火した火を火山や

草原から持ち帰ることも出来ました。火は人々に調

理の便利さを教え、今まで食べられなかった物をも

生存エネルギーに換えました。やがて人々は草原や

森を焼いて畑にする焼畑農業を知り、農業が発展し

始めました。しかしその頃の生活は家族や小さな集

団の地産地消文化でした。しかし火は人々に金属を

造ることを教えるとその金属は様々な農機具を産み

だし、作物はその収量を増しました。金属、特に鉄

は武器にもなりましたが、建築土木の道具に発展

し、道路を造り、近隣の集落との交流が始まりまし

た。時には武器をつかった争いも起きたでしょう。

鉄は車を造り、道路を移動し流通を造りだしまし

た。生存エネルギーが生活エネルギーによって運搬

され、食べ物の交換が始まりました。 



それによって食料になる動物が多い地方と、植物が

豊かな地域が互いの欠点を補い、偏食が解消してい

ったのです。しかし残念な事に、生存エネルギーの

充実より、生活エネルギーの展開の方が遅れてやっ

て来るものなのです。この地球上に大動脈のような

大きな流通路は出来ていますが、毛細血管のような

細かい通路はまだまだ必要なのかもしれません。道

路網の整備と生存エネを載せた生活エネが流通すれ

ばこの世から飢餓がなくなります。 

世界中には４億３０００人ほどの飢餓人口があると

FAO は指摘しますが、その内にはカロリーは足りて

いる人々も入っています。カロリーは足りているの

に他の栄養素が足りなくて不健康な状態にいる人々

も多いのです。昔、江戸には江戸病という脚気を患

う人が多くいたと言います。世界では様々な種類の

栄養失調があり、その原因は白米にありました。白

米はとても高カロリーでおいしい食べ物です。江戸

の人々はコメを精米してビタミン類を取り除き、高



カロリーの糖質だけを好みました。その結果として

脚気が蔓延しそれは江戸病と呼ばれました。体に必

要な様々な要素を持った玄米からその養分を捨てて

カロリーだけを偏重した偏食の結果です。 

 

 

 

 

 

 

これは、食料の国内生産額を食料の国内消費仕向額

で除したものに相当。下の棒グラフをご覧くださ

い。主要国の食料自給率です。 

 

 



もし北朝鮮が国連の経済制裁下にあっていよいよ食

料も輸入できなくなるとすると北朝鮮の食料自給率

は１００％となり、飢餓は深刻となります。サブサ

ハラのアフリカ諸国も食料自給率は高いです。 

 

 

  

 アメリカ型に代表される産業の発展は国土の広さ

と人口密度の低さにあります。 

先進国で有りながら一次産業は伸びています。しか

し日本は小さい国土と高い人口密度、それに加えて

山岳国家故産業がひしめきます。ひしめけば収益性

の悪い一次産業である農業はその後進である発展途

上国や北米、南米豪州などに穀物の生産を巻かし

て、自国は２次３次と発展して行くのは同然です。

結果農業は衰退します。 

 



            小規模で国民（農民）を

幸せにする方法 

 

 

           農水省を幸せにする食糧省

案 

農水省

と一次産業 

日本が発展途上国だとは誰も思いませんが、

発展途上の国とは一次産業が主力の国々を言い

ます。サウジアラビアを中進国と呼ぶ研究家も

いますが、いくら金持ちでも少なくとも基幹産

業が二次産業化していなければ中進国ではない

と思います。それでは農水や林業を所管する農

水省は先進国である日本には不要か と聞く人

も有ろうとは思いますが、農水省がいわゆる野

良仕事から脱出できないなら、不用な官庁でし



ょう。かつて明治政府が西欧に追い付け追い越

せと設立した国立大学の農学部も、食品開発や

バイオケミカルにその軸足を移しているではあ

りませんか、もし農学部が野良仕事を研究する

だけの学部であれば、野良仕事だけの農水省と

もども退場していただくことになるでしょう。 

かつて鉄は国家なりとして、鉱物資源や石炭の

採掘に頑張った会社も倒産するか、二次産業や

三次産業に活路を開いたではありませんか。そ

の一つに自動車産業があります。自動車産業は

日本を代表する産業ですが、今は車の主要部分

を構成する鉄の原料である鉄鉱石は日本ではほ

とんど採れません。全部海外からの輸入です。

しかし製鉄は世界のトップレベルに君臨し、日

本の基幹産業である自動車や機械となって輸出

に貢献しています。石油製品もしかりです。プ

ラスチックで作られた様々な製品も二次産業に

よって世界に輸出されています。それは日本が



立派な二次生産を成し遂げている国の証です。

２０１８年の自動車は国内で 

9,728,528 台の自動車を製造しています。しかし

その原料は鉄を始めプラスチック、ゴム、ガラ

スなどほとんどの原料が輸入品です 

しかし、だからと言って日本の自動車は卵の自

給率計算のように輸入製品だとは言いません 

 

 

          マルベリー構想 

 

桑畑はもともと絹糸を作る工業用の原料製造地だっ

たわけですので約７０万ヘクタールは絹に取って代

わったナイロンをはじめとして様々な先進工業と研

究施設、残った土地は桑の森を残したりして山を自

然に回帰したら、自然の中で働けるシリコンバレー



に先んじてそれを凌駕する、マルベリーヒルズとも

言うべき先端産業地となっていたのでしょうが、多

くの職員を抱える農水省が手放さず。４３万ヘクタ

ール以上の耕作放棄地が無残に残ったというわけだ

と思います。では耕作を放棄して何が悪いと考えて

みましょう。 

 ２２０万ヘクタール以上の桑畑が消滅したのです

が日本の農地は１５０ヘクタールくらいしか減って

いません。残りはどこに行ったかというと約４３万

ヘクタールの耕作放棄地と桑を抜根した田畑になっ

たと考えるのが自然ではないでしょうか？ 



   



桑畑はもともと絹糸を作る工業用の原料製

造地だったわけですので約７０万ヘクター

ルは絹に取って代わったナイロンをはじめ

として様々な先進工業と研究施設、残った

土地は桑の森を残したりして山を自然に回

帰したら、自然の中で働けるシリコンバレ

ーに先んじてそれを凌駕する、マルベリー

ヒルズとも言うべき先端産業地となってい

たのでしょうが、多くの職員を抱える農水

省が手放さず。４３万ヘクタール以上の耕作放

棄地が無残に残ったというわけだと思います。

１９７０年代の中ごろの耕作放棄地増加と 

絹の凋落とがほぼ一致します。つまり桑畑の減

少が農地の減少に繫がったのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

農業における

ケインズ経済学の破綻 

 

。ケインズ経済学では需要が少ないなら政府主導で

需要を造りだせばよいとしていますが、それは大き

な危険をはらみます。 

それは膨張の限界と政府の財政難を呼ぶからです。 

日本では長きにわたって政府は補助金や助成金で農

業のインフラ整備に最大の支援を行ってきました。

これは明らに農業が長期にわたってスタグフレーシ

ョン状態にある事をしめしている。スタグフレーシ

ョンは売れないのに値段が下がらない現象ですが、

政府は農産物の輸入に関税障壁や非関税障壁を構築

してきました。これがコメなどの高止まりを支援

し、需要が落ちても価格が落ちないと言う極めて珍

しい現象を維持し続けているのです。しかし一方で



は自由市場原理が働きますから、いくら供給サイド

を刺激しても、保護主義の限度が訪れ、保護バブル

は崩壊します。 

 すると売れないから作らないようになる。農地は

今より耕作放棄されで遊休して荒廃します。これが

耕作放棄地増大の最大原因です。 

 

         食料を産出しない農地が

日本には７０万ヘクタールあった。 

桑畑の減少の原因は絹の需要減でした。日本の様な

市場経済原理を取りいてれいる自由経済圏では 

売れない原因はほとんどすべて需要が供給よりない

せいです 

 

   江戸時代の田畑に明治政府が食品以外の

農作物である桑の増殖を奨励したことからも国



土に限りある日本経済を読み取ることができま

す。 

 明治政府は絹産業を持ってその経済基盤を作

りました。そして絹産業関連から出現したニッ

サンＨＲ型自動繰糸機や、トヨタの自動織機開

発は近代日本の母なる産業となりました。絹産

業が機械開発の親となり、今の自動車産業の祖

先となったように、一次産業は二次産業を産

み、二次産業は三次産業のは母となりました。

次の章で絹産業の栄枯盛衰をお話しします。な

ぜ桑畑の話をするかと言えば、桑畑が食料供給

地でないからです。 

 

 

 

 

 



絹産業の

栄枯盛衰 

このマークは戦前は日本地図の至る

所にみられた桑畑の地図です。いまではほとん

ど見ることができません。明治時代は絹が軍艦

を造ったと言われています。それは養蚕と言う

一次産業が外貨を稼ぎ軍艦を輸入したというだ

けではありません。養蚕と言う一次産業が二次

産業を産み現代の三次産業の元になった事を忘

れてはいけません。絹と言う花形産業が終焉し

たことが次の産業を育てたのです。次の産業の

ことを考えずに稼いだ外貨を養蚕や製糸や織物

の販売に投入し続けていたら今の日本はありえ

ないでしょう。あるいは明治政府が農地では食

べ物しか作ってはいけないと言う政策を取って



いたら、今日の日本の繁栄はなかったでしょ

う。１９３０年の桑畑の面積は７１万ヘクタールを

記録しました。しかしその年の耕作地面積は総計が

約５８０万ヘクタールでその内の田圃は３２０万ヘ

クタールで畑は２７０万ヘクタールで 

した。桑畑を畑とすると日本の畑の内１２％は桑

畑だったことになります。日本の畑の１２％が食物

ではない桑の葉の生産地であったとすれば、日本人

は１２％の食料不足に苦しむことになりますし、農

地全体、特に畑の増減はとても緩やかです。従って

激減した桑畑の面積が畑の面積に直接影響を与えて

ない事になります。それは桑畑はそのある部分が農

地で有る部分は山地であったと想像されます。そし

てその山地の部分約１１５ヘクタールが非農地とし

ていつの間にか消滅したのではないでしょうか？ 

 

 



１９３０年には全国で約２２０万ヘクタール。全

農地の約３６％以上あった桑畑はアメリカへの禁輸

とナイロンの発明で２０１８年にはほぼゼロとなり

ました。それ以前から６００万ヘクタール近くを２

２０万ヘクタールの内の 

１１５万ヘクタールが実は農地に植えられていたわ

けではなかったと推測すると、消えた１１５万ヘク

タールの謎が解けます。つまり桑畑の面積６０７ヘ

クタールと最大値を示した１９６０年に 

桑畑を農地として計算すれば、１９６０年の農地面

積６０７万ヘクタール以外に１１５万ヘクタールの

農地があったわけです。 

 

              桑畑と耕作放棄

地 

農地に植えられていた桑の木は５５万ヘクタールで

そのほとんどが農地転用できずに約４３万ヘクタ



ールの耕作放棄地となったのでしょう？ 先の

章で農林センサスが調査しきれなかった白い部

分を思い出してください。白い部分の行方不明

の土地と、残念ながらすでにその死が明白にな

っている耕作放棄地とで日本の農地の４分の１

になりませんか？ 

 

 

         戦艦大和は絹で造られた 

 

まさか誰も戦艦大和が絹繊維で出来ていたなどと

は思いませんよね。日本の国土を考えると輸出でき

るような穀物は生産できないのです。しかしそこに

工業技術が加わり工業製品になるならば話は違って

きます。今、日本を代表する輸出品は自動車です。

その前は家電でその前は化学繊維でした。そしてそ

の前は動物由来の繊維である絹でした。１９４０年



まで日本の外貨はほとんど絹製品によってもたらさ

れていたのです。そしてその絹は桑畑の桑の葉を餌

にする蚕の糸から製造されて輸出され、それで得た

外貨で多くの軍艦が造船されました。戦艦大和はそ

の代表です。 

その大和も石油切れの「油断」であえない最期を迎

えますが。燃料切れで動けない大和での最後の晩餐

が豪華なものであったのは「生存エネ」は「生活エ

ネ」がなければ成り立たない例として後ほどお話し

します。さて日本を代表する花形産業、絹に待って

いたその後の運命をお話しします。 



 

桑畑は二度死んだ 

 

 

かつては７０万ヘクタールを超した桑畑は日本の食料の

ための物ではありません。日本に大きな外貨をもたらせた

絹糸や絹織物と言った工業製品の原料供給場所でした。養



蚕業が最盛期であった昭和初期には、桑畑の面積は全国の

畑地面積の 4 分の 1 に当たる 71 万ヘクタールに達していま

したので、それがほぼゼロに近い現在で最大その分の農地

が農地以外になったり、他の作物用に変身できずに放棄さ

れたと考えられますから、農水省が発表する耕作放棄地よ

り、放棄された土地はもっともっと多いのでしょう。農水

省は桑畑など地目が農地だった土地が農地でなくなると、

縄張りが狭まり、予算取りで不利になったり農水省自体が

縮小することが困るのでしょう。 

かつては日本の基幹産業だった絹産業は現在限

りなくゼロに近い規模になってしまいました。

絹製品は絹糸から作られ、その絹糸は蚕が吐き

出すものです。農地と言っても食料生産をする

わけではありませんので食料の自給率には一つ

も寄与しません。いまのバイオ燃料を育てる畑

も農地なら桑畑も農地の一種でしょう。その農

地が殆ど消えたわけですから、耕作放棄地が多

いのは当たり前ですし、桑畑の桑の葉を収穫し

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB


ないから食料自給率が減るわけではないので

す。 下の図をご覧ください。 

1985 1990 1995 2000 2005 （年）  

養 蚕 農 家 戸 数 0 10 20 30 40 50 60 70 

80  

桑 園 面 積、 繭 生 産 量、 生 糸 生 産 量 

養蚕農家戸数（万戸) 桑園面積（万 ha) 繭生産

量（万トン) 生糸生産量（万俵) 1‐8 図 日本

における養蚕業の推移（「養蚕統計」，「蚕業

に関する参考統計」，「蚕糸統計月報」より） 

１９４０年をピークに日米開戦１９４１年から

一気に下がり、終戦直後の１９４７年にどん底

となっています。ナイロンの発明と戦争がその

原因です。それまで日本は世界一絹生産量をほ

こり、アメリカはその最大の輸出国でした。当

時絹はアパレル産業だけでなくパラシュートの

材料に使われる軍需産業でもあったので、日本



の軍部の中にはもし日本が絹糸を売らなければアメ

リカの軍が困るだろうと絹を戦略物資と考えていた

と当時の陸軍将校にして三菱重工業の監督官であっ

た我が祖父も昔そう言っていました。軍は絹のアメ

リカ輸出を禁じたのです。しかし振り上げたこぶし

を日本が下すことは永遠にできなくなりました。 

アメリカは悪化する日本との関係も考慮して、絹

にかわる新素材の研究に力を入れました。そして１

９３５年にナイロンがデュポン社のウオーレス カ

ロザースによって発明されたのです。それで日米の

立場が逆転してしまったのです。 

デュポン社はナイロンの製品化に着々と邁進し、日

本の製糸産業は凋落しました。輸出はゼロとなり、

国内は戦時下の倹約志向で生産は激減し、多くの桑

畑は放棄されました。これが一度目の死です。 

桑の木は雑草と違って一度繁茂すると、容易に耕

作が出来なくなるからです。それでも戦後、男たち



が復員すると食料増産のため皆伐して耕された桑畑

もありましたが、多くの桑畑は桑林になりました。

農業の６０％を占めていた桑畑が半減した割には耕

作放棄地が急増しなかった理由は、桑の木の多くが

農地でなく山林に植えられていたからです。耕作放

棄地にならず放棄林となったのです。山林ですから

戦後の農地解放の対象から外れることになりまし

た。山林は解放されなかったので、大百姓は姿を消

したのに今でも山林王が存在するのはその理由から

です。 

戦後の経済復興で絹糸生産は盛り返しをみせて、

１９７５年には戦前の１９３５年に記録した４万７

千トンの半分近くまでに迫りました。豊かになった

日本人が絹の呉服を買ったからです。嫁入り衣装が

主でした。しかし海外向けはほとんど伸びませんで

した。中国シルクに押されたからです。そしてやが

ては国内の呉服離れから再びその生産量はゼロに近



づきました。これが二度目の死です。桑畑は放棄さ

れ耕作放棄地になったのです。 

その後生産はある程度持ち直しましたが、１９３

０年代になると再び下落傾向は続き現在は僅か２０

００ヘクタールを残すのみとなり、ほとんどゼロに

近い状況です。     

 日本の農家を経済的に活性化したどころでな

く、日本経済全体をも豊かにした旗頭だった日本の

絹産業の需要はほとんどなくなりました。今の国内

市場は中国からの輸入が主で、価格の高い国産品の

売り上げは低迷しています。このデマンドの消滅に

よって桑畑は耕作放棄されたのです。 

需要がない物は若者のボランティアがあっても圃

場の整備などいかなるサプライサイドの努力などな

にをしても凋落に歯止めがかかりません。 



 米も同じく供給過多が昭和３０年代から今まで続

いているわけですからどんなサプライサイドのあが

きも虚しいわけです。 

 

消えた桑畑７０万ヘクタール 

 

１９３０年のピーク時には７０万ヘクタールを超え

ていた桑畑が英米の経済封鎖やナイロンの発明で坂

を転げるように凋落して現在は２０００ヘクタール

となりました。桑畑は農産業と言えど最終的には絹

産業という繊維産業の原料供給の土地であり、もと

もと日本人の食料の生産地ではありませんでした。

従ってこれら桑畑が生い茂る一方で、摘み取られな

くなってもそれが食料自給率に関係することもあり

ません。しかも葉を摘み取られない桑の木はますま

す成長しますから、外見上はそこが荒れ果てた農地

のようには見えません。しかも桑林は穀物や野菜と



は違って林や森を形成しますから、簡単には抜根し

て田畑にすることは困難です。さらに桑畑は傾斜地

や３０a 以下の狭い土地でもいいわけですから、中

山間地の産業になったわけです。そんな理由から収

穫のない 

桑畑がそのままになっていたりしました。また斜面

だったり小規模な桑畑は発展性が薄い理由から、農

地法の 

二種農地や三種農地に分類されていることが多いの

で、農地転用がしやすく既に農地ではなくなってい

たことも 

多かったでしょう。平成２５年、２０１３年には桑

畑の地図記号も国土地理院の地図から来てています 

 

   

                    



  

 

 

１９３０年代に耕作放棄地が増えだしたことを農

水省の職員が憂慮したことは分かります。しかしそ

れは絹の生産が減少した結果、かつて群馬県の農地

の半分近くをを占めていた桑畑が放置されたことを

農水省の官僚は知っています。 

  全国の農地の８分のⅠの面積に当たる７１万ヘ

クタールを占めていた桑畑が約２０００ヘクタール

を残したのみで消滅しました。２０００ヘクタール

位の残量は２０１８年の残量はほぼゼロと言っても

いいでしょう。 

しかし日本の農地は最大値とされる１９６０年を

ピークに１５０ヘクタール位なくなっています。１

９７０年には新田開発を禁止するなど、政府は減反

政策を本格化しました。しかし桑畑の減少は最大値



だった１９３０年の約７１万ヘクタールからほぼ全

量の７０万８０００ヘクタール減少しているので

す。桑畑は畑と言っても根が張った木の密生地で

す。抜根して開墾するのはとても困難です。しかも

１９７０年になると政府は減反政策を本格的に実行

し、新田開発を禁止しましたたから農地は余り始め

ました。従って、作物用の田畑に向かない傾斜地や

５アール以下の土地に植えられていた桑畑を、抜根

して食料用作物を作ろうとするものなど殆どいなか

ったはずです。だから７１万ヘクタールの桑の木々

は大きな森や点在する林として関東甲信を主に青々

と残存していましたが、国策として急増された桑畑

は農地以外の所にも急増していましたし、１９５２

年に農地法が制定されると、農地は実際に耕作をし

ている土地と定義されることになりましたから、桑

畑の印 は地図には残ったものの、農地改革時の

農地台帳から外されてしまったものが多くありまし

た。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業経営体とか自給的農家とか土地持ち非農家と

か耕作放棄地と書いてありますが、 

私はセンサス対象外などと書かれている白い部分

が気になります。国連ＡＦＯが主導する 

農林業センサスが調査できなかった部分です。数

字が書かれていませんが、面積からすると 



約１００万ヘクタール位はあるようです。消えた

農地と何か関係があるかもしれません。 

 

そもそも耕作放棄地のどこが悪

い？ 

 

様々な学者や学生がこの問題に取り組んでいます。

そしてそのほとんどが農を業としていない人々で

す。先生が学生を畑に連れて来て、これが耕作放棄

地だなどと説明している様を、農家がどう感じてい

るかなど思ってもみないにちがいないのです。彼ら

は一様に耕作放棄地は問題だというプロパガンダを

疑わず。耕作放棄を悪い事だと決めつけ、それをベ

ースに様々な論を展開します。学問はまず疑って見

る所から出発するべきと思います。 

まづ、耕作放棄地が問題ならまず農家の人々が問

題にしているはずです。農家が問題にしていないの



は、それが問題だとは思っていないからです。実は

耕作放棄地を問題視しているのは農業をしていない

人ばかりなのです。農水省がその発信元であること

は言うまでもありませんが。その農水省の職員だっ

て耕作放棄地が問題だなんて考えてはいないので

す。４０年以上の間、血税を使って様々な手を打ち

ながら、耕作放棄地を減らせないほど農水省の職員

は無能ではありません。減らさなくてもいいと思っ

ているからです。耕作放棄地とは絹の生産が減少し

た結果、桑畑が放棄された結果だと知っているから

です。かつて農地の６０％を占めていた桑畑が荒れ

て行くのですから当然のことです。県の職員も農業

委員会の委員たちもそれを知っています。しかしそ

れを問題化してそれに予算を付けようとする政治が

そこにあった事だって知っています。しかしそれに

一度予算がつくとその施策自体が自家増殖して、国

民の血税を吸いながら巨大化するトレンドに入ると

もう誰にも止められない。そしてその施策は当初の



精神など忘れた巨大なモンスターとなってしまうも

のなのです。しかもそのモンスターは施策を受け継

いだ人々にとっては大きくとても乗り心地が良い。

逆らわず何も考えなければ有難いものに確立されて

行くのです。そうなってしまえば当の農水大臣だっ

て動かすことなどはできません。何か月か何年かし

かそれに乗っていられない大臣に、それはあまりに

も大きすぎます。そしてモンスターにはさらなる予

算が付くから官僚もまんざらではなくなる。もう耕

作放棄地がどんなものなのかも忘れてモンスターの

成すままとなる。そしてその間も耕作放棄地問題の

予算は自然に増える。 

マスコミも商売だからＰＲ予算に群がる、そして

喧伝される耕作放棄論を読んだ学者や学生がそれを

研究テーマとして取り上げる。だから彼らの研究は

耕作放棄地は悪いという所からスタートしてしまう

のです。だからどの研究も、「耕作放棄地は何とか



しなければならない」が出発点になってしまうので

す。 

日本は憲法で職業の選択の自由が謳われています。

士農工商の封建時代ならそうかもしれませんが、農

民が他の職業を求めて転職することは 

許されているはずです。そもそも戦後の民主主義の

下にあって人々は職業はその時代時代に合わせて求

め移動したり、新しく生まれた職業に就職するもの

です。 

 

日本はもはや封建制度で成り立っている国ではな

いので職業選択の自由があります。「おらが耕作す

るもせぬのも勝手だべ」と言うのは当然です。しか

し、耕作放棄悪者論のなかからは「農業は特別だ、

耕作放棄は農地法違反ではないの？」と言う声も聞

こえてきそうですが、農地法は農業法ではありませ

ん。農地法とは食料確保を目的とした法律ではあり



ますが、その目的は農地を農地以外の目的に利

用することを厳しく規制した、農地の転用に特

化した法律です。だから耕作を放棄した農家

が、放棄したことを理由に罰せられる事にはな

らないのです。農政に係る人たち、農水省関係

者、県の農政に係る役人、市町村の農業委員の

なかにも耕作放棄人が沢山います。そもそも耕

作放棄などと悪意ある呼称をつけて呼び始めた

人の意図を探ることがこの問題の糸口になるで

しょう。 

 

耕作放棄地が問題だとする人の理由 

農水省をはじめとして、様々な自治体、研究者、 

マスコミは以下のような理由を上げています。 

１、害虫が増える 

２、野生の鳥獣が跋扈する 



３、田畑の持つ防災機能が低下する 

４、景観が悪くなる 

５．食料自給率が低下する 

 

この内の１～４はむしろ良性の勘違いでしょう。 

なぜならこれらの主張は農地は他の目的を持った土

地より、何の目的をも持たない自然よりすばらしい

する前提に立っているからです。 

農地は耕作しなければ自然回帰します、もちろん

農薬を使う人もいなくなりますから、蝶やトンボは

舞いだすでしょうし、森になればクワガタやカブト

ムだって帰って来るでしょう。やぶ蚊やクモや蜂も

戻ってくるからそれらを害虫とすれば害虫は増える

でしょう。しかし稲を襲ウンカやニカメイチュウな

どの稲につく害虫や野菜につくヨトウムシやアブラ

ムシ類は同然いなくなります。どちらが好きかはお

任せします。自然回帰すれば野生動物は安心するで



しょう。しかし農作物を荒らしに来るイノシシ、サ

ル、シカやクマなどは来訪の理由がなくなります。

穀物が好きなズメやカラスは少なくなって、ウグイ

スやムシクイなどの小鳥は増えるでしょう。猛禽類

のフクロウなども住み着くかもしれません。どちら

が好きかはお任せします。 

田畑の持つ防災機能についてご説明します。広葉樹

林帯を持つ山の斜面と、その山の木を抜根して造成

した段々畑とどちらが災害に強いかは 

説明の余地がありません。段々畑の保水性を防災機

能に挙げる学者もいますが、山々の木々を 

抜根して耕した土は森の斜面に比べて脆弱な事はそ

の方々もご存じなはずです。段々畑だってきちんと

水の管理をしていれば森と同じくらいに安全だと言

うのであればそれはそうです。 

だから大水が田畑を襲うときに、水路の管理に出て

行った農家の人が帰ってこなかったなどと 



いう事故が後を絶たないのです。 

 段々畑も幾何学的な人工美も素晴らしいですが、

森や荒野の美しさをめでる風流人もすくなくありま

せんよ。多様性を受けいれなければならない現代に

おいて個人の美意識が判定する景観論は時として危

険です。さらに言うとその景観論を持ち出す人のほ

とんど全部が、よそからやってきた学者や観光者で

す。このての意見を持っている方々は、往々にして

都会に住む人々か、少なくとも意見の対象となって

いる地域に住む人たちではありません。１年の内、

何回かやって来る別荘の人とか、ハイカーやツーリ

スト、都会のビルから出てきたジャーナルスト、普

段は研究室の学者たちでしょう。さらに言うとその

人々の多くは都会にいて、農地以外の場所に住んだ

り働いていたりする都会の人です。 

自分たちは農地でない都会に住んでいて、なぜ田

舎は田舎のままでなければならないのでしょうか。



これはエコロジーを論じる上の基本的な矛盾です。

「いや違うんだ。我々だって自然は好きなんだ。た

だ農地や里山が荒れることが問題だと言っているん

だ」と言う声も聞こえます。しかしそれも国際会議

でもいつも議論のテーマとなる問題なのです。先進

工業国の人々が途上国の自然は護らなければならな

いと言って住民無視の規制をかけるとこと根は同じ

です。農地は農地のままでなければならないという

天動説が意見のベースになっていますと言うと、必

ず「それはそうだが」と言う反論がかならづあるの

です。それが５番目の食料自給率です。 

 

 

 

ャッサバのカロリーは １０００Ｇ３４６０Ｋｃａｌ 

 米のカロリーは１０００Ｇ   ３５６０Ｋｃａｌ 

でほぼ同じです。これは人間が生きてゆくだけの基礎代謝 



カロリーの二日分です。つまりキャッサバや米が一キロあ

れば人々は生きられるのです。 

しかし価格はどうでしょう。米粉の価格が約１２００円 

なのに対してキャッサバ粉は５０円です。まさに６０倍で

す。 

もちろんタンザニアからの輸入ですか運賃と ０７１４．

１０－２９０ ９％ 無税 特別特恵 １１０６．２０－

１９０１ １５％ 特別特恵無税 ＣＩＦ価格つまり運賃

と 

保険料 荷役料を入れても５０倍となります。 

 

地産地消 

地産地消に悪いイメージを持つ人はいません。ではなぜ 

地産地消がいいかと聞くとほとんどの人が答えられませ

ん。 



それでも何人かは戦争になったら食料の輸入ができなくな

るからだと言っています。しかしいま日本人が懸念してい

る 

戦争とはある日、上陸用の舟艇が海岸に押し寄せて、兵隊

が上陸してくることを考えてはいないでしょう。頭に浮か

ぶのは幾つかのミサイルがいきなり飛んで来ることだと思

います。核を積んだミサイルが１０発も着弾すれば、日本

の農作物は全滅です。核のないミサイルでもいくつかある

日本の原子力発電所に炸裂しても農業は全滅です。つまり

農業の国産化ほと危ない物はないのではないでしょうか。

さらに身近なのは災害です。日本は火山国で地震国です。

海洋国だから津波も来ます。それも今後１０年単位で大地

震が襲うことになるという学者もいます。今回の東日本大

震災でそれが分かったはずです。地産地消や国内自給率ア

ップより、石油のようにリスクを分散させて色々な国に輸

入パイプをもっていれば、国内の農業が全滅しても汚染さ

れていない食料が食べられのではないでしょうか。つまり

いくら考えてもなぜ地産地消が何で良いのかが説明できな



いのです。唯一良い事と言えば、新鮮で旨いということで

しょう。だから地産地消の漬物やキムチ、ビン詰め、乾燥

シイタケなど何の意味もありません。私の小学校時代、大

人たちが近海物の魚は味が違うと言そうしっていました。

私は子供心になぜ旨い魚は日本にだけ集まるのかが不思議

でした。その時、同級生で魚屋の息子が言いました。「近

海物は新鮮なうちに食えるからだよ」。しかし時は流れ、

大量生産と国際貿易がますます盛んになって物の供給は巨

大な遠心力によって、物グローバルに広がっています。し

かしその中で目立ちはしませんが、その渦巻が急進的に働

きだした世界もあるのです。例えば３Ｄプリンタ―など、

従来の金型による生産を覆し、オンデマンドによる単品製

造を可能にしました。そこで究極の地産地消をご紹介しま

す。 

それは家庭菜園、ベランダ菜園です。栽培技術の進歩で 

一坪の大きさの農園があれば三人家族の野菜なぞそれで 



充分です。朝晩少しの時間と土日に手入れをすれば十分で

す。 

それを更に進化させ。年に広がる空き家の庭や室内。稼働

していない街工場などを野菜工場にすれば新鮮で運賃のか

からないい都市農園ができます。しかし都会の人間が田舎

に 

車で出かけて農作物を買うのは決して地産地消ではありま

せん。むしろ燃料効率を考えれば環境負荷は大きいでしょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 



食料輸入の少ない日本 

 

 

農水省の食料廃棄に関する見識は素晴らしいと思い

ます。下の図は食べても食べなくても供給されるカ

ロリーと実際に摂取されているカロリーの乖離をし

めしています。食品がいかに過剰生産されているか

がわかります。 

 



 

 

 

その説明を農水省は分かりやすく説明していま

す。感謝して農水省のウェブサイトをそのまま引

用ささせていただきました。 

食品の廃棄と食品ロス 

食べ物はどのくらい捨てられているの？2014 年度統

計 



 

 



    食品は３３％も余っている。の数字とピッ

タリでしょう？

 

食糧管理法と農地法、 

そこで農業関係と農水省をぬるま湯のゆでガエルに

した食糧管理法を考えてみましょう。 

まず食料管理法ではなくて、食糧管理法であること 

注目してください。食料とは食べ物一般をさすもの

ですが、食糧は穀物で主に米や麦類をさします。 



戦後しばらくしても食管法は続きました。行政は時

代の変化から大きく遅れるものです。永田町の我が

家にも「千葉のおばさん」と呼ばれる逞しい農家の

主婦が何十キロもある、背負子に入れた農作物を売

りに来ていました。農作物の内、食料を売る事は問

題なかったのですが、自家消費と偽った食糧である

米の販売は 

法律違反でした。これは「ヤミ米」と呼ばれていま

した。価格は配給米の１０倍以上の価格でした。し

かし 

議事堂下に暮らしていた官僚たちの主婦はこぞって

そのヤミ米を買いました。それは国家公務員の家庭

が裕福であったからではなく、当時は民間より安給

料で暮していた官僚の家庭でも食糧が不足していた

からです。今も社会主義の国々統制経済下にあるの

ですが、食管法違反のような違反は日常茶飯事だと



聞いています。国民を締め付けようとしてもその綻

びは 

官僚をも慢性的な違反者にしてしまうのです。もし

かすると我々が思っている以上に農政の腐敗は進ん

でいるのかもしれません。 

 

 

 

 廃棄されるのは国産食料 

 

米に代表されるように、国産作物は需要をあまり考

えないで作ります。それに対して輸入品は需要に合

わせて輸入するから国産品のようにな出たとこ勝負

的な販売をしませんから、国産とくらべて余剰率は

低かなり低いです。コンビニで廃棄される代表的な

食品は弁当です。この弁当には米が入っています。



そして主食米は自給率１００％ですから１００％国

産食料です。さらにあるスーパーでは「精米して 1

ヶ月経ったものはすべて廃棄」と言っていますか

ら、炊飯以前の米もかなり捨てられています。３か

月以上経過した米をスパーマーケットでは見たこと

がありません。 

 

 

 

 

 

 

            

               

 

廃棄されるは国産食料 



 

米に代表されるように、国産作物は需要をあまり考

えないで作ります。それに対して輸入品は 

需要に合わせて輸入するから国産品のようにな出た

とこ勝負的な販売をしませんから、国産とくらべて

余剰率は低かなり低いです。コンビニで廃棄される

代表的な食品は弁当です。この弁当は米が主食で

す。そして主食米は自給率１００％ですから１０

０％国産食料です。地方のあるスーパーマーケット

を取材したところ、袋入りの米（コメ）は、「精米

して 1 ヶ月経ったものは商品棚から撤去して廃棄し

ている」と言う。これを聞いてから、スーパーへ行

くたびに袋の精米年月日を見るが、確かに、何ヶ月

も経った米（コメ）は棚に並んでいない。 

さらに他のスーパーでは「精米して 1 ヶ月経ったも

のはすべて廃棄」と言っていますから、炊飯以前の



米もかなり捨てられています。３か月以上経過した

米をスパーマーケットでは見たことがありません。 

 

なぜ国産農産物は棄てられるか 

 



上の図は食料が国内消費より大きければ余剰分は 

輸出されるか廃棄され反対に足りなければ輸入する

か飢餓に苦しむかの分岐図です。ピンクの部分の余

剰食料は海外が欲しがるような食料でなければ輸出

できません。反対に食料不足の場合は輸入するので

すが 

お金がなければ買えません。さて日本は食料が余剰

しているのですから、その分が輸出できているか調

べて見ましょう。出来ていれば日本の食料は海外に

人気が 

あり、反対に売れていなければ商品に魅力がないの

でしょう。 

 

        食料生産が多いなら輸出しろ 

農業大国日本 

農業生産は先進国で２位 



食料輸入の少ない日本 

食料輸入大国日本とか、世界で一番食料を輸入して

いる危機的な国日本とか多くの報道がなされていま

すが、本当かどうか調べてみました。下の数字をご

覧ください。輸入額は下記のグラフのとおりで世界

５位です。なんとドイツやオランダより少ないので

す。農業大国のフランスともあまり変わりがありま

せん。全くＥＵ並みです。むしろ人口が日本の半分

くらいの国が多いＥＵ諸国の輸入量と比べるとむし

ろ少ないのです。 

農産物輸入額上位 10 ヵ国の農産物輸

入額・輸出額・ 純輸入額(2015

年) 

    

 
農産物輸入

額 

農産物輸出

額 
 

中国 1438 591  

100 万円 100 万円 100 万円 



米国 1198 1378  

ドイツ 841 712  

イギリ

ス 
600 205  

オラン

ダ 
559 827  

日本 502 36  

フラン

ス 
486 599  

イタリ

ア 
401 394  

カナダ 333 437  

ベルギ

ー 
329 388  

●農産物輸入額ラ世界ンキング（２０

１７年） 



・第１位・・・・米国・$146,441 

・第２位・・・・中国 $113,459 

・第３位・・・・ドイツ・＄９１，３

０８ 

・第４位・・・・オランダ＄７１，５

７０ 

・第５位・・・・日本  ＄６３， 

   農  産  物 4,560,920 4,828,110 5,584,183 

 

  第６位    イギリス 

第７位    フランス  第８位イタリア、第９

位スペイン第１０位 ベルギー 

なぜ輸入額が少ないのでしょうか？ 

 
２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２  

 100 万円 100 万円 100 万円 100 万円 



   農  産  

物 4,560,920 4,828,110 5,584,183 5,441,872 

 

 



国内で農産物が余っているからです。実は日本の農

業生産高は世界９位です

 

実は日本の農業生産高は先進

国中アメリカの次いで２位の

   



座にあります。途上国を入れ

ても第９位でトップ１０内で

す。あの農業大国フランスよ

り、食の王国イタリアより、

メキシコ、アルゼンチンやス

ペインやドイツより、つまり

ＥＵのどの国より、あの広大

なオーストラリアやカナダよ

りずうっと大きい５兆４千７

４１億円（２０１７年ＦＡＯ

による）です。その７４１億

円の生産が世界で１０番目の

人口一億２６４９人の胃袋を

満たしているのですから、日

本は農水省やマスコミや一部

の学者が喧伝するような、農

業小国では全くありません。 

    



 

上のグラフは農水省自身が２０１６年に出したレポ

ートです。食料輸入は全然多くないです。 

中国の３分の一強でアメリカの半分弱です。 

ドイツイギリスより少なく、農業大国だと言うオラ

ンダとフランスの間に位置する量です。 

むしろ輸出が極端に少ない事が奇妙です。 

 



      

 

輸出最小国？日本の食料輸入が多いな

んて嘘だ！ 

「日本の食卓の６０％は輸入食品だ。だから食料自

給率を上げなければならない」とマスコミは騒ぎ立

てます。学者も裏付けを取らずに、日本は食料輸入

大国だと言い放っています。しかしそもそも輸入品

が６０％で何が悪いかはんだんお分かりになって行

くと思いますが、そもそも日本の食料輸入量はとて

も少ないのです。 

 

      純輸入などといって子ども

を騙すな 

日本は輸出がほとんどないことを隠す為、輸

入額から輸出額を差し引いて純輸入など 



と言う詭弁を弄しています。御用学者もこれに

太鼓を打っているありさまです。しかし深刻な

のは子供を騙すことです。教育者の皆様！ こ

のような数字を鵜呑みにして子供に教えないで

ください。問題は輸出が異常にすくないことで

しょう？ なぜ良い物を安く作って輸出を伸ば

しましょうと教えないのでしょうか！ 

 

 

 



食育

教育の恐ろしさ 

農水省のホ

ームページから 

食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎と

なるものであり 、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」

を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を

育てることです。 

農林水産省は、健康で文化的な国民の生活と豊かで活力のある社会の

実現に寄与することを目的として、食育の推進に関する施策の総合的

かつ計画的な実施を担う官庁として、関係各省と連携・ 協力して、

積極的に取り組んでまいります。 

最近「食育」と言う言葉が普及されています。知育 

徳育 体育に続く四番目の教育だそうで 

知力、徳力、体力は分かりますが、食力と聞くと歯

を健康に保ったり胃腸を強くすることくらいしか思

いつきません。しかし農水省はそれを「食」を選択

する力と言っています。厚労省がそれを言うなら



「食の安全」でしょうし文科相なら「食の研究」で

すかね？ しかし農水省がいう 

食育とは「食の選択」だそうです。なにを取捨選択

するのかと言えば、良い食べ物と悪い食べ物でしょ

う。なにが良くて何が悪いのでしょうか？  

 それは国産品を取って、輸入品を捨てることなの

です。価格を釣り上げた国産米を食べて 

カリフォルニア米などの安い米の輸入を阻止する事

です。 

 

             輸出がビリ

の国 

 

高いのか不味いのか、外務省によると世界に

は１９６カ国の国があるそうです。１９６か国

すべての貿易データが有るわけではありません



が、日本より食料輸出が少ない国はそうそうな

いと思います上の図は１０カ国の輸出入量を示

していますが、その中の最低です。これは日本

が農産物の海外取引を極端にしていないことを

示しています。我々日本人は高いか不味い物を

たべさせられていることになってしまいます。 

輸入はオランダ、フランス並みで輸出がほと

んどない。輸出は農業力を表します。なぜなら

海外は価格が安いか、商品が良くなければ買わ

ないからです。もしかして日本の農業は大きい

くせに弱いのでしょうか。 

 

 



  

 

食料が余っても輸出できない日本の農産物 

 

 安倍晋三首相は農業の成長産業化と位置付け

農林水産物の輸出を目指しています。このこと



は日本には農産物が溢れかえり、食品廃棄が社

会問題になっているからです。しかし保守政権

の大切な支持基盤の農家票は失いたくない。さ

りとてこれ以上要らない作物を作り続けるわけ

にはいかないのです。そこで今までほとんどな

かった輸出振興をスローガンにしました。「１

９年に１兆円達成」。しかし２０１９年の今年

も後半に入り、そんな話は蜃気楼だったと国民

は確信しました。あるいは初めから誰も信じて

いなかったと言う方が正確でしょう。 

しかし無理だと知りながらも農水省は忖度し

なければならなかったのでしょう。官僚たちは

かなり数字を捻じ曲げて計上してしまいまし

た。日本農業新聞がそのことに噛み付いていま

す。１０１８年の農業新聞の記事を引用しまし

た。優秀な分析だと思います。 



 農産品の輸出に対して日本を代表するＪＡの

新聞。日本農業新聞の記事をそのまま引用しま

す。 

みそ、しょう油原料も輸入ソースやたれ、マヨ

ネーズ、ドレッシング、カレールーなどの調味

料は３００億円。ほとんど国産原料を使ってい

ない。「世界中の和食ブームで増えている」と

農水省が説明するしょう油（７１億円）とみそ

（３３億円）も、大半の製品が輸入大豆や小麦

が主原料。清涼飲料水は香港、アラブ首長国連

邦向けの健康ドリンクや水が主力だ。 

 １０００億円近くを輸出した「その他」の農

産物にも相当怪しい品目が入っている。 

メントールは合成品 

 メントールは３８億円が輸出された。農水省

の説明書きでは「ハッカから抽出される成分」



とある。しかし、日本国内のハッカ畑をかき集

めても１０ヘクタールに満たない。実は輸出メ

ントールのほぼ１００％が化学合成品で、国内

大手の香料メーカーが輸出を独占している。取

材したメーカーの担当者すら、政府統計でメン

トールが農産物に含まれていることを知らなか

った。 

 北海道で細々とハッカ栽培している農家に聞

くと「天然ハッカは全量地元で販売する。メン

トール輸出が増えても経営とは関係ない」と話

す。 

 国産農産物由来のように見えても、実はほと

んど輸入原料に依存するものも多い。粉乳（８

４億円）はベトナムなどに輸出されるが、「原

料の大半は輸入原料」（農水省牛乳乳製品

課）。ごま油も（５９億円）原料のほぼ全てが

アフリカなどからの輸入ゴマ。過去６年間輸出



が増えているが、国内農家への貢献はゼロだ。

野菜の種（１１０億円）も、国内産の比率は１

割未満。輸入した種を国内で選別やコーティン

グ加工などをして輸出する仕組みだ。 

 農産物輸出の中には農家経営の役に立ってい

るものもある。例えばリンゴ（１０１億円）。

年間に３万トンが台湾などに渡り、その分、国

内相場の下支え効果が期待できる。牛肉（１９

２億円）や米（３２億円）、長芋（２５億

円）、緑茶（１４４億円）なども同様だ。 

輸出できない日本の農産物 

 安倍晋三首相は農業の成長産業化と位置付け

農林水産物の輸出を目指しています。このこと

は日本には農産物が溢れかえり、食品廃棄が社

会問題になっているからです。しかし保守政権

の大切な支持基盤の農家票は失いたくない。さ



りとてこれ以上要らない作物を作り続けるわけ

にはいかないのです。そこで今までほとんど 

なかった輸出振興をスローガンにしました。

「１９年に１兆円達成」。しかし２０１９年の

今年も後半に入り、そんな話は蜃気楼だったと

国民は確信しました。あるいは初めから誰も信

じていなかったと言う方が正確でしょう。 

。 

 

 

         米 
西洋は狩猟民族で日本は農耕民族？ 

最初に、西洋人は狩猟民族で日本人は農耕民族と巷間言われるが、これは誤解でありヨー

ロッパ人々に対して失礼な思想である。狩猟生活から始まり、農業を覚えることで人類は

発展した。したがって狩猟と農耕の関係は日欧の文化的な差異ではなく、発展の順序なの



である。たまに欧米やモンゴル等の食肉文化をもって狩猟民族と誤解している人たちがい

まが、牧畜は狩猟ではなく、これも発展の順序である。 

日本の農業の歴史 

日本も例外なく、食物の採取生活から、農耕に移行した。稲作は縄文の後期に始まり、弥

生時代には東北まで伝播したとされている。始めは直播だったが、弥生後期には田植えが

はじまった。飛鳥奈良時代には家畜による耕作も始まりました。平安時代になると鉄が農

機具に使われて効率が上がり、稲と麦の二毛作もこの頃が始まりである。 

武士の天下の鎌倉時代になると農業の組織化が進み、締め付けられた農民のなかには組織

的に反抗するもの離農するものもあらわれた。安土桃山時代には豊臣秀吉が一種の農地改

革のような検地をおこない、農民の結束はさらに強まった。 

江戸時代は士農工商の封建制度が確立して 

農民人口は約７５％となった。各大名の経済力は石高で計られ、兵力は兵糧で評価され、

新田の開発が盛んに行われた。様々な農機具が開発され、肥料も色々投入された。 

江戸時代も中期になると農作物の商品化が確立しだした。 

明治維新が起きて 封建時代が終わり、資本主義の時代となり、大地主は益々大きく、 

農地の集約が活発となった。欧米の農業技術が取り入れられ、国立の大学には農学部が 

重要な学部として設置された。種子や化学肥料、農薬、先進の農機具が輸入された。 

明治治政府は北海道に開拓使を置き、移民を募集し屯田兵を設け、札幌農学校を設立し

た。 

1880年代後半には、華族や官僚などが欧米風の大農場を志向した。日本の軍拡は加速し、 

兵糧を必要とする大地主と軍の強い結びつきが生まれた。経済的に豊かな大地主は子息に

高等教育を施し、二男三男は軍の将校になったのでで、軍農は一体化していった。 

官有地の払い下げを受け、家畜や機械を輸入した。大正時代、国や各地の農事試験場が連

携、品種育種を行ったり、石油発動機や電動機も普及し、農繁期の労働を補助した。 

http://rekishi-memo.net/taishoujidai/


硫安の国産化が始まり科学肥料の比重も高まりました。 

 

 

第一次世界大戦が好景気をもたらし、小作人などが工業に流れて農業従事者が減

少。 

化学肥料や動力農具に頼る傾向が加速した。 

物価が高騰し、米価の上昇は一時それを上回ったが、不況で一気に暴落する。 

昭和恐慌で疲弊する農村救済策は進まず、満州移民が推進された。 

米騒動が多発し警察では手に負えなくなり、陸軍が出動し多くの農民を逮捕する

が、その結果、米の生産が落ちたので、軍は指導者である社会主義者たちは徹底

して検挙弾圧するも、米の生産者である農民は生かさず殺さず懐柔することにし

ました。 

その結果生まれたのが農地委員会です。 

農地委員会は小作人や小規模農家が大地主と 

農地問題を話し合う委員会です。裏で軍が糸を引いていた事は間違いありませんが、ある

程度農民の不満は収まったようで、米の収穫は増えましたが 

まだまだ米の供給は不足していましたから、 

軍は統制令を出して食糧管理法を発布、米の 

配給制度に踏み切りました。 

しかし軍はある程度、食料と言う「存エネ」はコン

トロールできましたが、戦争にもっとも必要なエネ

ルギーである石油「活エネ」の獲得が出来ませんで

したので敗戦してしまいました。 

http://rekishi-memo.net/sekaishi/world_war_1.html


進駐して気が戦勝国アメリカは総司令部ＧＨＱを 

置き日本を支配しました。ＧＨＱは戦争責任は大資

本家にありとして、財閥と大地主の解体を実行しま

した。主義は異なるとしても、それは社会主義運動 

家の考えと方向は一致しましたから、左翼と呼ばれ

た革新主義者も勢いづいて農地改革が断行されまし

た。 

敗戦後の深刻な食糧不足、インフレなどの情勢下、

GHQ指令の下で農地改革が推進された。 

農村民主化を求めて農民運動が起こりました。 

農地解放で、改革直前の小作地の約 9割、約 194万

ヘクタールの耕地が 475万戸の農家にタダ同然の価

格で売り渡されました。 

農地を手に入れた農家のモチベーションは上がり、

戦争からの復員兵も参加して米の収穫はどんどん上

がって行きました。農薬の普及と機械化と農業研究

の成果で収穫量が飛躍的に増加。 

http://rekishi-memo.net/showajidai/index2.html


1970年以降は米余りに直面し、政府は米の生産に

制限をかける減反制度を実施しました。 

耕運機、田植え機、コンバインなど稲作の機械化が

進み、労働の省力化の一方、存エネを作り出す農業

は石油という活エネに大きく依存するようになった

のです。 

ビニールハウスなども石油製品で、温室の保温にも

エネルギーを必要とします。ハウス栽培のトマト１

個に石油を 200㏄消費するともいわれます。 

      これからの日本農業 

駆け足で農業の世界史と日本史を述べましたが、一

貫していることは農家の集約と分散の繰り返しと人

口増と農業の効率化と生産額の増大です。 

 

これまでは生産性の向上が人口増につながりまし

た。 



しかし今 日本は有史以来の人口減のトレンドに突

入したのです。

 



 

人口減による需要減 

 

 

 

 

 

 



人 

 

 

 

 

 

 

 

 

単収の大幅増加で人手が少なくてすむようになっ

たので農業人口はどんどん減りました。米国や西欧

の国々と比べるとまだまだ国民当たりの農業人口は

多いのですが、３％程度になっています。 

 一方日本の人口は減少し始めた上に、食材の国際

化と多様化が進み、以前の様には米を食べなくな

り、米の需要は大幅に減っています。 



米の需要が減れば水田も減る事になります。 

当然耕作をしない農地は増えて行きます。 

 

米の自給率 

米自給率の推移を折れ線グラフにしました。 



 

１９６６年から現在までず７３年を除いてずうっと

自給率は１００％以上です。 

１９３７年からは１００％を若干下回っているよう

ですが、これは飼料米とか 



加工米をミニマムアクセスの関係で輸入しているか

らです。食用は１９９３年 

以外は常に１００％の自給率です。では１００％を

超えた部分の米はいったい 

どこに行ってしまったのでしょう。小麦やトウモロ

コシの生産が１００％を超え 

ているアメリカは超えた分を輸出しています。日本

にももっと買えとと迫っています。 

日本は余った米をどこに輸出しているのでしょう

か？ 

 農水省は努力して大赤字覚悟で輸出していると言

うでしょう。しかしここに二つの 

問題点が浮き彫りになります。 

１、何で赤字覚悟するの？ 

２、輸出できなかった米ははどこにあるの？ 



です。赤字輸出は国産の米の価格が高いからで輸出

できなかった米は米蔵に貯蔵してあります。 

５年くらいたつとかなりの米にカビが生えて来て捨

てることになります。 

ではなぜ過剰生産するの？その質問当然です。作っ

ただけの米を政府が買い取るからです。 

だから農水省は減反政策を取って過剰生産を抑えて

いると言う説明を貰っているのですが、 

これは本末が転倒しています。政府の買い取り制度

を止めればいい事だからです。 

農水省の役人も国民の血税をこんなことに使いたく

はないのです。しかし政治的な圧力がかかる 

から気の毒なのです。無理が通って道理が引っ込む

ほど辛く情けない事はないと同情します。 

 

 



 

 

食料自給率

の推移 
  

(単

位:%) 
            

  
昭和

40 
50 60 

平

成 7 
18 19 20 21 22 23 24 25 

米 95 110 107 104 94 94 95 95 97 96 96 96 

うち主

食用 
        100 100 100 100 100 100 100 100 

 

昭和の総理大臣で「貧乏人は麦を喰え」といって顰

蹙をかった人がいましたが、 



本当に食料自給率が国民の生死にかかわる事であれ

ばその通りだと思います。 

しかし貧乏人だけでなく皆が麦を喰えばいいので

す。農水省が子供に問いかけたように輸入が止まれ

ば食卓が貧しくなるなどの余裕綽々な食料危機論で

は無く、本当に危機ならば麦やトウモロコシを食べ

るべきです。 

 

減反政策をしなければ自給率は１２０％以上 

 

自給率が重要なら減反政策を取るべきではなかっ

た。戦後米の自給率はどんどん伸びて１９７１年に

減反政策委が 

本格的になるまで１００％以上でした。減反政策が

始まった後でも、１９９４年は自給率が１２０％に

上がっています。このことは作ろうとすればできる



ことの証明です。戦後順調に自給率をのばせれば少

なくともフランスの自給率である１２０％は超えて

いたはずです。 

何でわずか一年で自給率が凶作だった前の年より４

５％も自給率が伸びられるのでしょうか？ 

伸びられませんよね！おそらく翌年の１９９５年は

例年作だったのでしょう。例年作とは１２０％以上

の事です。 

そこで表向きの自給率を１００％として残りを例年

の通り古い順に廃棄したり、支援物資にしたり、さ

らに備蓄したのでしょう。そして今もそれは続けれ

れているでしょう。 

全国米の生産量は７百８０万トン０００トン 消費

が７百５０万トンだから３０万トンがあまる。政府

が２０万トン買い付けて備蓄するが、１０万トンは 

廃棄食料となるのだろう。とにかく既に備蓄米があ

るのに毎年２０万トン分、人が食べられなくなるま



で５年間備蓄して棄てたり餌にしたり援助米にした

りしている。支援を受ける国だって、そんな米を貰

うよりそんな無駄使いをせずにその分現金を貰う方

が何十倍もいいのです。 

減反ブレーキと自給率アクセルを

同時に踏む謎 

１９６０年代から米の自給率が１００パーセントを

越えるようになりました。 

すると政府は減反政策を打ち出して自給率ダウンに

躍起となりました。なぜでしょうか。 

自給率は上がったほうが良いのではないでしょう

か？ 

 実は困るのです。自給率が１００％以上になって

も米は輸出が出来ないからです。 

価格が高いからです。アメリカの小麦やコーンは安

いから日本に入って来るのです。 



幾ら日本が米を作っても他の国々は高いから買いた

くないのです。だから自給率が 

１００％を越えては困るのです。米はカロリーの高

い食品です。だから米の自給率 

が２００％を越えれば日本の食料自給率は世界の上

位国になるでしょう。しかし 

作った米の半分以上は捨てなければならないでしょ

う。なぜなら輸出するには価格を 

大幅に下げなけれはならないからです。しかし日本

の高コスト体制では安い米は作れないのでしょう？

でも市場経済制度で動いている日本はなにを作るに

しても安くて良い物を 

つくらなねれば市場から脱落するのでしょう。我々

は計画経済のなかにいるわけではないのですが、米

だけは完全な社会主義ですね。 

 



 

 

 

マニラ 1ｋｇ 38 ペソ ＝ 76円 

クアラルンプール 1kg 2.38 リンギット ＝ 58.1 円 

ベトナム 1kg = 約 50 円 * 

インド 1kg 28ルピー＝ 40円* 

中国（雲南省） 1kg 3.6 元 = 44.15 円 

 

マニラ 1ｋｇ 38 ペソ ＝ 76円 

クアラルンプール 1kg 2.38 リンギット ＝ 58.1 円 

ベトナム 1kg = 約 50 円 * 

インド 1kg 28ルピー＝ 40円* 

中国（雲南省） 1kg 3.6 元 = 44.15 円 

 

に対して日本は １ｋｇ ４００円だそうです。 



 

 

 

 

 

最近（2013年 6月）、ロサンゼルス郊外ガーデナ

市の日系スーパー「マルカイ・マーケット」でコメ

の小売価格を調べたところ、下の表の「小売価格 15

ポンド入り」のごとくであった。これをキロ当たり

にして、1ドル百円で換算したものが「円換算キロ

当たり」で、それを 5倍したものが「円換算５キロ

当たり」である（日本では 5キロの袋に入っている

ものが大部分であるため）。これに海上運賃その他

の経費を大雑把に 10%として加えたものが「運賃等

1.1倍」である。 

 



   

 

 

   米１キログラムの価格 

 

アメリカ カルローズ  ６３円 

日本米        １６０円 

タイ米         ４２円 

                  

 



 

米の自給率を僅かに下げるミニマムアクセス米って

なんだ？ 

 



 

ミニマム・アクセスを最低輸入量と訳しましょう

か、１９９３年のＷＴＯウルグアイ・ラウンド農業

において定められたもので、自由貿易を促進するた

め、 

外国から最低の量は買いましょうとする合意です。

日本は米の輸入をしていません。だから少しづつで

もだんだんに輸入しなさいよという国際的な圧力な

のです。ここにあるＷＴＯとは悲惨な第二次世界大

戦を教訓として、世界中が商売仲間になって取引を

すれば戦争がなくなるという考えのもとに大戦直後

の１９４７年に急遽発足したＧＴＴ（General 

Agreement on Tariffs and Trade 関税協定だけの協定

が、包括的に国際取引を促進しましょうとついにウ

ルグアイのプンタ・デル・エステで 1986 年に宣言

され、それが１９９５年の元日に発布されたので

す。 



これによれば日本の様な米は輸入しない事はＷＴＯ

の精神にそぐわないのです。だからっ段階的でもい

いから毎年 

米を輸入するようにしてくださいと諭されて始めた

ごく少量（ミニマム）導入（アクセス）の輸入米の

事です。 

しかし農水省はそれを極力日本人の口に入らないよ

うにせんべいの原料としたり（加工米）家畜の餌

（飼料米） 

輸入せずに海外支援に使ったりしています。これが

自給率は１００％で１００％でない事の理由です。 

ではなぜ１９９５年にその兆候が表れたのかという

とその年がＷＨＯが発足したからです。 

政府は見せかけの輸入をして見せなくてはならなく

なってので、その輸入分、損をして輸出したり、過

剰な米を廃棄したり、膨大な倉庫代を払ったりして

国民の血税を絞りました。 



 

政府によって食料廃棄される米 

。 

食料と食糧の違い 

 

米離れの原因は食の西欧化でかたづけるな 

食事の西欧化というが、なぜ西欧化が起きたのか

を 

分析しなければならなりません。このことを考えな

いで発言している人ばかりです。これは耕作放棄地

の増加を論じるとき、耕作放棄地がなぜ増えてはな

らないかを論じない事と同じです。 

 米を買う人はまず価格を気にします。それからブ

ラント、それから産地です。ですから米を買わない

人は 



値段が高いからと思わなければなりません。ご飯は

高いからラーメンにしようとする人がいたらそれは

食の西欧風でしょうか？外食チェーンのうちゼンシ

ョ^―ホールディングと吉野家ホールディングは牛

丼、スシローグローバルホールディングとくらコー

ポレーションは回転ずしです。株コロワイドもしゃ

ぶしゃぶや回転ずしを経営しています。そして米を

提供しない会社は日本マクドナルドと珈琲店の日レ

スホールディングの二社だけです。日本人は老いも

若きも米が好きです。しかし米が高いから皆節米を

しているのです。農業関係者が寿司のシャリの量や

どんぶりものを出す店の飯の量が減っているのに気

が付かないなんて怠慢の極みです。 

 

   社会主義政策をやめれば米は輸出の優等生に

なる 

自給率は２００％を超えて輸出できる 



 米の生産を今の二倍にすれば米の価格は半分にな

る。価格が半分になれば輸出ができる。どんどん輸

出が伸びれば米の生産も二倍以上になる。アメリカ

のような農業輸出 

大国になれる。なぜなら米の反収当たりのカロリー

は麦の１．３倍、トウモロコシの 

１．２倍だからです。 

国連食糧農業委員会 FAOの "Production 

Yearbook"（1977年） のデータでは、単位面積あ

たりのカロリー量の、燃料補助的農業での年間収穫

高、非燃料補助的農業での年間収穫高（ともに単位

は kcal/年/m2）は下記の通りでした。 

米：2230、520 

麦：1715、460 

トウモロコシ：2000、385 

米は 麦の７０％、の面積で同じカロリーが生産で

きるわけです。 



さらに日本の米の反収を世界と比べてみましょう。 

オーストラリアは日本の１．８倍です 

しかし、これを前向きにとらえるとあと １．８倍

単収を上すことは可能だと 

言う事です。米は麦のカロリーの１．３倍にして単

収を１．８倍にできる。つまり 

オースロラリア並みの反収で米を作れば 米は麦の

２．３倍以上のカロリー作物となるのです。さらに

米の国際競争力が付けば耕作放棄地も再び水田とな

るでしょうから、収穫はさらに一割伸びて食料自給

率では世界のトップクラスとなり、日本に暮らす

人々は１００％国産米を今の半分の価格のご飯をた

べて。しかも価格競争力を持った米をその１．４倍

以上の量の米を輸出するのです。ミニマムアクセス

米は日本にない米として珍重されると思います。つ



まり増え続ける海外から流入する人々がたまにはお

国のお米が食べたい時に、その人の国からのお米は

懐かしいし有難いと思います。なにもミニマムアク

セスと言う最低量ではなく、もっともっと輸入でき

ると思います。ミニマムも年々何増えるでしょうが

在留外国人も年々増えて色々な国からの米が紹介さ

れると楽しいですね。 

   

    これからの日本農業 

単収の大幅増加で人手が少なくてすむようになっ

たので農業人口はどんどん減りました。米国や西欧

の国々と比べるとまだまだ国民当たりの農業人

口は多いのですが、３％程度になっています。 

 一方日本の人口は減少し始めた上に、食材の国際

化と多様化が進み、以前の様には米を食べなくな

り、米の需要は大幅に減っています。 



米の需要が減れば水田も減る事になります。 

当然耕作をしない農地は増えて行きます。 

 

駆け足で農業の世界史と日本史を述べましたが、一

貫していることは農家の集約と分散の繰り返しと人

口増と農業の効率化と生産額の増大です。 

 

これまでは生産性の向上が人口増につながりまし

た。 



しかし今 日本は有史以来の人口減のトレンドに突

入したのです。 

 

人口減による需要減 

だぶついた。 

 

グラフ 2 農林水産省「食糧需給表」財務省「貿易

統計より」作成  「輸入増加」 

 

 作っても売れないから耕作放棄地が増えていった

が、農地法があるため他目的に使えず地方から人が

流出した。 
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グラフ 3 農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況

に関する調査」、「農林業センサス」より 

「増える放棄地」 

 

 

グラフ 4 農林水産省「農地の見通しと確保」より 

「減る農地と行き詰る農地法」  

農水省は平成 37 年から 38 年まで農地が今までは 37

万ヘクタール。いろいろな施策を施しても 12 万ヘク

タール減少してしまうと言っている。 

つまりこのままでは後 10 年で 210 万ヘクタール、手

を施しても 70 万ヘクタールの農地がなくなるのだ。 

この予測を平成 50 年まで延ばすと耕作放棄地は色々

な手を講じても今より 20 万ヘクタール増えてしま

12 万ヘクタール 

H44 



う。耕作放棄地で農業を考えることは不可能であ

る。発する耕作放棄地は非農化の道しかない。 

 このグラフは農地の減少を説明するものだが、水

田の減少と同じように、畑も減少している。米も野

菜も需要がないから作られない。用のない農地は農

業以外に利用されるべき。 

 

ここでも子供に分かりやすい自給率の計算方法を教

えています。カロリーベースで計算されています。 

 

 以上の数字を読み解くと、「食料自給率」とは 

決して国民が必要なカロリーの自給率ではなく、出

回っている食料の内の国産比率にすぎない事が判り

ます。したがってここからも供給過多が見て取れま

す。2 さ 

この事はさすがの農水省も認識して、何とかしなけ

ればならないと考えているようです。 



 

な 

約３０％が捨てられている

のです 

 

     廃棄されるのは国産食料 

 

米に代表されるように、国産作物は需要をあまり考

えないで作ります。それに対して輸入品は 

需要に合わせて輸入するから国産品のようにな出た

とこ勝負的な販売をしませんから、国産とくらべて

余剰率は低かなり低いです。コンビニで廃棄される

代表的な食品は弁当です。この弁当には米が入って

います。そして主食米は自給率１００％ですから１

００％国産食料です。さらにあるスーパーでは「精

米して 1ヶ月経ったものはすべて廃棄」と言ってい



ますから、炊飯以前の米もかなり捨てられていま

す。３か月以上経過した米をスパーマーケットでは

見たことがありません。 

 

 

                 

減反政策をしなければ自給率は１２０％以上 

 

自給率が重要なら減反政策を取るべきではなかっ

た。戦後米の自給率はどんどん伸びて１９７１年に

減反政策委が 

本格的になるまで１００％以上でした。減反政策が

始まった後でも、１９９４年は自給率が１２０％に

上がっています。このことは作ろうとすればできる

ことの証明です。戦後順調に自給率をのばせれば少



なくともフランスの自給率である１２０％は超えて

いたはずです。 

何でわずか一年で自給率が凶作だった前の年より４

５％も自給率が伸びられるのでしょうか？ 

伸びられませんよね！おそらく翌年の１９９５年は

例年作だったのでしょう。例年作とは１２０％以上

の事です。 

そこで表向きの自給率を１００％として残りを例年

の通り古い順に廃棄したり、支援物資にしたり、さ

らに備蓄したのでしょう。そして今もそれは続けれ

れているでしょう。地方のあるスーパーマーケット

を取材したところ、袋入りの米（コメ）は、「精米

して 1ヶ月経ったものは商品棚から撤去して廃棄し

ている」と言う。これを聞いてから、スーパーへ行

くたびに袋の精米年月日を見るが、確かに、何ヶ月

も経った米（コメ）は棚に並んでいない。 



全国米の生産量は７百８０万トン０００トン 消費

が７百５０万トンだから３０万トンがあまる。政府

が２０万トン買い付けて備蓄するが、１０万トンは 

廃棄食料となるのだろう。とにかく既に備蓄米があ

るのに毎年２０万トン分、人が食べられなくなるま

で５年間備蓄して棄てたり餌にしたり援助米にした

りしている。支援を受ける国だって、そんな米を貰

うよりそんな無駄使いをせずにその分現金を貰う方

が何十倍もいいのです。 

減反ブレーキと自給率アクセルを

同時に踏む謎 

１９６０年代から米の自給率が１００パーセントを

越えるようになりました。 

すると政府は減反政策を打ち出して自給率ダウンに

躍起となりました。なぜでしょうか。 

自給率は上がったほうが良いのではないでしょう

か？ 



 実は困るのです。自給率が１００％以上になって

も米は輸出が出来ないからです。 

価格が高いからです。アメリカの小麦やコーンは安

いから日本に入って来るのです。 

幾ら日本が米を作っても他の国々は高いから買いた

くないのです。だから自給率が 

１００％を越えては困るのです。米はカロリーの高

い食品です。だから米の自給率 

が２００％を越えれば日本の食料自給率は世界の上

位国になるでしょう。しかし 

作った米の半分以上は捨てなければならないでしょ

う。なぜなら輸出するには価格を 

大幅に下げなけれはならないからです。しかし日本

の高コスト体制では安い米は作れないのでしょう？

でも市場経済制度で動いている日本はなにを作るに

しても安くて良い物を 



つくらなねれば市場から脱落するのでしょう。我々

は計画経済のなかにいるわけではないのですが、米

だけは完全な社会主義ですね。 

 

から気の毒なのです。無理が通って道理が引っ込む

ほど辛く情けない事はないと同情します。 

 

 

米の自給率を僅かに下げるミニマムアクセス米って

なんだ？ 

 

 

ミニマム・アクセスを最低輸入量と訳しましょう

か、１９９３年のＷＴＯウルグアイ・ラウンド農業

において定められたもので、自由貿易を促進するた

め、 



外国から最低の量は買いましょうとする合意です。

日本は米の輸入をしていません。だから少しづつで

もだんだんに輸入しなさいよという国際的な圧力な

のです。ここにあるＷＴＯとは悲惨な第二次世界大

戦を教訓として、世界中が商売仲間になって取引を

すれば戦争がなくなるという考えのもとに大戦直後

の１９４７年に急遽発足したＧＴＴ（General 

Agreement on Tariffs and Trade 関税協定だけの協定

が、包括的に国際取引を促進しましょうとついにウ

ルグアイのプンタ・デル・エステで 1986 年に宣言

され、それが１９９５年の元日に発布されたので

す。 

これによれば日本の様な米は輸入しない事はＷＴＯ

の精神にそぐわないのです。だからっ段階的でもい

いから毎年 



米を輸入するようにしてくださいと諭されて始めた

ごく少量（ミニマム）導入（アクセス）の輸入米の

事です。 

しかし農水省はそれを極力日本人の口に入らないよ

うにせんべいの原料としたり（加工米）家畜の餌

（飼料米） 

輸入せずに海外支援に使ったりしています。これが

自給率は１００％で１００％でない事の理由です。 

ではなぜ１９９５年にその兆候が表れたのかという

とその年がＷＨＯが発足したからです。 

政府は見せかけの輸入をして見せなくてはならなく

なってので、その輸入分、損をして輸出したり、過

剰な米を廃棄したり、膨大な倉庫代を払ったりして

国民の血税を絞りました。 

社会主義政策をやめれば米は輸出の優等生になる 

自給率は２００％を超えて輸出できる 



 米の生産を今の二倍にすれば米の価格は半分にな

る。価格が半分になれば輸出ができる。どんどん輸

出が伸びれば米の生産も二倍以上になる。アメリカ

のような農業輸出 

大国になれる。なぜなら米の反収当たりのカロリー

は麦の１．３倍、トウモロコシの 

１．２倍だからです。 

国連食糧農業委員会 FAOの "Production 

Yearbook"（1977年） のデータでは、単位面積あ

たりのカロリー量の、燃料補助的農業での年間収穫

高、非燃料補助的農業での年間収穫高（ともに単位

は kcal/年/m2）は下記の通りでした。 

米：2230、520 

麦：1715、460 

トウモロコシ：2000、385 

米は 麦の７０％、の面積で同じカロリーが生産で

きるわけです。 



さらに日本の米の反収を世界と比べてみましょう。 

オーストラリアは日本の１．８倍です 

しかし、これを前向きにとらえるとあと １．８倍

単収を上すことは可能だと 

言う事です。米は麦のカロリーの１．３倍にして単

収を１．８倍にできる。つまり 

オースロラリア並みの反収で米を作れば 米は麦の

２．３倍以上のカロリー作物となるのです。さらに

米の国際競争力が付けば耕作放棄地も再び水田とな

るでしょうから、収穫はさらに一割伸びて食料自給

率では世界のトップクラスとなり、日本に暮らす

人々は１００％国産米を今の半分の価格のご飯をた

べて。しかも価格競争力を持った米をその１．４倍

以上の量の米を輸出するのです。ミニマムアクセス

米は日本にない米として珍重されると思います。つ



まり増え続ける海外から流入する人々がたまにはお

国のお米が食べたい時に、その人の国からのお米は

懐かしいし有難いと思います。なにもミニマムアク

セスと言う最低量ではなく、もっともっと輸入でき

ると思います。ミニマムも年々何増えるでしょうが

在留外国人も年々増えて色々な国からの米が紹介さ

れると楽しいですね。 

 

経済学の始祖といわれるアダム・スミスは「水田

は、ヨーロッパの最も肥沃な小麦畑よりもはるかに

多量の食物を生産する」と書いています（『国富

論』）。だからこそ、アメリカやヨーロッパの農民

は、日本やアジアの何十倍という農地がないと、自

分たちも食えないし、国民も養うことができなかっ

たのです。地球の面積の 4分の 1しかないアジア

が、世界人口の 6割以上の人たちを養うことができ

たのは、こういう違いによります。逆にいうと、ア



ジアの農地の人口扶養力の高さが人口の多さをもた

らし、その結果、アジアの農民の経営規模が小さい

ままだったということになります。 

 こういう歴史的条件を無視した「国際標準」論

は、無知以外のなにものでもありません。 

 オーストラリアは 100分の 1 

 農民連は約 10年前から、アジアと欧米の農地の

生産力の違いを指摘してきましたが、5月に公表さ

れた『食料・農業・農村白書』は、農地 1アールあ

たりのカロリー供給力の国際比較を紹介していま

す。これによると、日本の供給力が約 10万カロリ

ーなのに対し、アメリカは 2万 8千カロリー、オー

ストラリアは 1万 1000カロリーで、ほぼ 10分の

1。 

 



 

             

日本の農業を復耕させる米 

日本の農業を復耕させる作物と言えば、それはもう

米しかありません。 

下の棒グラフを見ていただければ如何に日本のカロ

リーが高いかが分かります。 

これは日本の農地の割合と示す円グラフです。田と

畑で分割する 

手法は日本独特の物です。言い換えると米とその他

の作物に分けているのです。 

つまり米の生産がとてつもなく多いと言う事です。

しかも米は作物全体の面積の半分以上を占めていま

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fblog-imgs-106.fc2.com%2Fm%2Fo%2Fm%2Fmominaina%2FsweetPotato-5.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmominaina.blog.fc2.com%2Fblog-entry-514.html&docid=4kQeQgnFwOA0IM&tbnid=eMrqKNRj0QiWiM%3A&vet=10ahUKEwjR_-vd9-LgAhXMxYsBHTNjAZEQMwibAShQMFA..i&w=920&h=920&itg=1&bih=652&biw=1422&q=%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%BC&ved=0ahUKEwjR_-vd9-LgAhXMxYsBHTNjAZEQMwibAShQMFA&iact=mrc&uact=8
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す他の国で一つの作物を特別扱いする国はありませ

ん。米も作物の一種として取り扱われています。 

 

 

しかも米のカロリーはとてもたかいので、そのおか

げで日本の１０aあたりのカロリーをを抜群に高い

物にしています。もう一つのグラフをご覧くださ

い。厚生労働省の色々な 

飼料からも日本人はエネルギーの６０％以上をご飯

で取っています。 

ではなぜ食料自給率のカロリーベースの値が４０％

を切るのでしょうか？ ちょっと 



不思議な気がしますが、その説明は簡単です。単体

では高いカロリーを誇る米も 

海外からの食料品の量に押されてしまっているので

す。日本人が必要としている 

熱量が一人当たり一日約１７００キロカロリーなの

に食べられないほどの２４００ 

キロカロリーが日本内外から溢れ来るからです。つ

まり必要カロリーの１．４倍が 

市場にあるれているからです。 

https://www.google.com/search?q=%E6%97%A5%E

6%9C%AC%E3%81%AE%E8%BE%B2%E6%A5%A

D%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%80%80%E9%81

%85%E3%82%8C&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwiAvrW_8uLgAhUBE7wKHcTXAO
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wQ_AUIDygC&biw=1422&bih=652

 

農業収入＜年金収入の兼業農家問題 

その理由として考えられるのが、農業に関わる利権

問題です。 

 

日本の農家は兼業農家、つまり農業収入以外の収入

がある人が大半です。とりわけコメ農家は兼業率が

高く、収入の 8割は農業収入以外で得ています。前

述したとおり就農者の半数以上が 65歳以上ですか

ら、年金収入が農業収入を上回る人が多いわけで

す。 

 

土地を持て余しながらでも細々と農業を続けるの

https://www.google.com/search?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%80%80%E9%81%85%E3%82%8C&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAvrW_8uLgAhUBE7wKHcTXAOwQ_AUIDygC&biw=1422&bih=652
https://www.google.com/search?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%80%80%E9%81%85%E3%82%8C&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAvrW_8uLgAhUBE7wKHcTXAOwQ_AUIDygC&biw=1422&bih=652


は、税金など各種優遇、農業補助金など、手厚い保

護があるからです。だから農業を辞めることの不利

益が大変大きい。私も農業をやっていますが、ある

地域で土地を売ってもらおうとしたところ、3000

万円と言われた。ところが、貸すとなれば 5万円だ

と言う。つまり農地を手放すことで発生する損が、

3000万円に値するということです。 

 

その理由として考えられるのが、農業に関わる利権

問題です。 

 

日本の農家は兼業農家、つまり農業収入以外の収入

がある人が大半です。とりわけコメ農家は兼業率が

高く、収入の 8割は農業収入以外で得ています。前

述したとおり就農者の半数以上が 65歳以上ですか

ら、年金収入が農業収入を上回る人が多いわけで

す。 



 

土地を持て余しながらでも細々と農業を続けるの

は、税金など各種優遇、農業補助金など、手厚い保

護があるからです。だから農業を辞めることの不利

益が大変大きい。私も農業をやっていますが、ある

地域で土地を売ってもらおうとしたところ、3000

万円と言われた。ところが、貸すとなれば 5万円だ

と言う。つまり農地を手放すことで発生する損が、

3000万円に値するということです。 

日本の農業の「現実」と「真実」がとことん綴ら

れた一冊。この国の農業を救う道はある 

 

 

 

米の反収比較 



 

• ナイス 2  

FAOSTAT のデータより作成。いずれも単位は kg／

10a。 

 

 

 

 

 

 

農林水産省では、経費削減のため現在は米の消 

カロリー偏重の危険 

食料と食糧の違い 

 

https://login.yahoo.co.jp/config/login?.src=ks&.done=https%3A%2F%2Fdetail.chiebukuro.yahoo.co.jp%2Fqa%2Fquestion_detail.php%3Fqid%3D11145344441&lg=jp&.intl=jp
https://login.yahoo.co.jp/config/login?.src=ks&.done=https%3A%2F%2Fdetail.chiebukuro.yahoo.co.jp%2Fqa%2Fquestion_detail.php%3Fqid%3D11145344441&lg=jp&.intl=jp
http://faostat.fao.org/


米離れの原因は食の西欧化でかたづけるな 

食事の西欧化というが、なぜ西欧化が起きたのか

を 

分析しなければならなりません。このことを考えな

いで発言している人ばかりです。これは耕作放棄地

の増加を論じるとき、耕作放棄地がなぜ増えてはな

らないかを論じない事と同じです。 

 米を買う人はまず価格を気にします。それからブ

ラント、それから産地です。ですから米を買わない

人は 

値段が高いからと思わなければなりません。ご飯は

高いからラーメンにしようとする人がいたらそれは

食の西欧風でしょうか？外食チェーンの大手十社の

内 https://www.fb-

soken.com/image/ranking2017_uriage.jpg 

ゼンショ^―ホールディングと吉野家ホールディング 

は牛丼、スシローグローバルホールディングとくら 

https://www.fb-soken.com/image/ranking2017_uriage.jpg
https://www.fb-soken.com/image/ranking2017_uriage.jpg


コーポレーションは回転ずしです。株コロワイドも

しゃぶしゃぶや回転ずしを経営しています。そして

米を 

提供しない会社は日本マクドナルドと珈琲店の日レ

スホールディングの二社だけです。日本人は老いも

若きも米が好きです。しかし米が高いから皆節米を

しているのです。農業関係者が寿司のシャリの量や

どんぶりものを出す店の飯の量が減っているのに気

が付かないなんて怠慢の極みです。 

 

 

 

 

コレによると、国民一人あたりの平均年間消費量は

約 57kg、1日平均だと約 0.16kg。 

米 1合が約 0.15kgなので、毎日 1合ちょい食べて

る計算です。ま、そんなモンですかね。米のカロリ



ーは一キロあたり。３５６１キロカロリーなので一

人一日５３４キロカロリーです。備蓄米が 100万ト

ン=1,000,000,000kg 

日本の人口が、ざっくり 1億 2千万人だとして、 

約 0.16kg（/日人）× 120,000,000（人）＝

18,990,575kg（/日） 

 

日本全体で 1日あたり約 1.9万トンのお米が食べら

れている計算です。 

と言う事は、100万トンのお米を食べ切るには、そ

れに民間がもっている 

在庫２００万トンを加えると３,000,000,000kg 

÷18,990,575kg（/日）=約１５０約１５０日間

食べられます。もちろんあと１２００キロカロリー

ほどの 

副食品が必要ですが、有史以来に日本列島で米が一

粒も採れなかったことなど 



ありません。とにかく米を飼料にしたり、捨てた

り、現金の方が何十倍も 

有難い外国の人々に棄てるような米をくれてやるの

はどうかと思います。 

とにかく日本列島は食料品が余っています。供給過

剰だから耕作放棄地が 

増えるのです。増えていいのです。増えなければ食

料はもっと余ります。 

  

牛肉を食用にするには牛の体重の十数倍の飼料が必

要です。人の 

何倍も食べてくれるでしょう。そして餌は国産なの

で食べた牛の 

肉は国産の肉となって自給率も上がります。しかし

この説明によると 



１反あたり１２６，０００円の公的なお金がかかっ

てしまいます。 

和牛肉１キロ当たりに飼料は約１３キログラムくら

い使いますから、 

１キロの和牛の肉を食べると２３４０円の税金投入

になります。 

２００グラムの和牛ステーキには４６８円の税金が

かかってくるのです。 

 

 

そもそも我々の主食はコメである。僕らの大事な生

活の中心にある食料の価格が、ダントツで高いとい

うのはどういうことだろうか？ 

例えば、先日いった中国は昆明でのスーパーマーケ

ットでは、庶民的なコメの値段は 1kg 3.6 元＝44.15

円 である。 

 



 

日本のコメは、ブレンド米で 2kg で 800 円、1kg で 400 円だ。価格差は９倍ほど

くらいである。９倍もの値段のコメを食べらさせられているととになる。そして

これにはちょうどぴったり計算があうからくりがある*1。 

 

 

 

ちなみに、私は各国に訪れた際には、かならずスーパーマーケットに立ち寄り、

コメの値段をメモっている。 

 

 

 

マニラ 1ｋｇ 38 ペソ ＝ 76 円 

クアラルンプール 1kg 2.38 リンギット ＝ 58.1 円 

ベトナム 1kg = 約 50 円 * 

インド 1kg 28 ルピー＝ 40 円* 

中国（雲南省） 1kg 3.6 元 = 44.15 円 

 

*ツイッター読者からの調査報告 

 

 

といった具合であり、だいたい見事にどの地域でも５０～６０円前後というのが

コメの世界的な価格なのだ。 

 

 

 

日本 1kg = 400 円!! 

 



 

 

なんという高さだろうか。とはいえ、内外価格差はあるもので、アジアの国はコ

メ以外のものも安いので一概にいえないのではという反論もあるが、他の物品で

９倍も差があるだろうか？せいぜい２倍－３倍がいいところではとおもう。 

 

 

では、先進国の例ではどうか？マカオと、米国カリフォルニア州の例をだす。 

 

 

マカオ 11.5 パタカ = 115 円 ※日本品種 

カリフォルニア州 2 ポンド(約 900g)  1.2 ドル 93 円 ※日本品種 

 

   海外支援に余った米を送る 

米が余るから海外支援に米を送るなんで馬鹿げてい

ます。棄てる米でもＣＩＦのＩＦ，つまり海上保険

と輸送代をいれるとかなりの額になると言うことで

す。その分を振り込むべきです。ケニアのモンバ

サ港まで送る手間賃は日本の荷役料で１０万

円、ケニアの荷役料で２万円の合計７万円で

す。それに４０フッターコンテナが４０万円で



す。場合によっては仕向地の税関が関税Ｄｕｔ

ｙや Tax を要求しますから、一コンテナー当り

の価格はかなりの物です。それに我々が好きな

単粒種の米は発展途上国の人たちの好みにあい

ません。まして古米でしょう？失礼な話です。

さらにその国々の米作りの農家やそれに携わる

商売の人々のことを考えているのでしょうか？

まさに発展途上国のマーケット乱らしです。自

分たちは外国品を輸入させない。みずからは自

給率が低いといいながら。発展途上国の自給率

が高いから買ってくれといっても米は買わずに米を

捨てるように送りつける。このような心無い行為は

すぐやめるべきです。あるいは実態を明かさないか

ら分かりませんが、海外支援などほとんどしていな

いではないでしょうか。 

 



          海外に食料を頼っていると

輸入できなくなると大変だぞ？ 

 

2019年 6月 18日（火） 

 ホルムズ海峡でタンカー攻撃 日本の船も被

害  

原油価格急騰  

2019/6/14付 

  日本経済新聞 朝刊 

【テヘラン=岐部秀光】中東のホルムズ海峡近くの

オマーン湾で 13日、日本の船舶を含む 2隻の石油

タンカーが何者かの攻撃を受けて炎上した。ホルム

ズ海峡は中東産の原油を世界に向けて出荷する海上

輸送の大動脈だ。攻撃の情報を受けて原油相場は即

座に 4%ほど上昇した。中東の地政学的リスクの高

まりは、世界経済の先行きへの不安を高める。 

                  

https://www.nikkei.com/
https://www.nikkei.com/
https://www.nikkei.com/
https://www.nikkei.com/
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日本は地政学的なリスクがトップクラス 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー麻痺 

天災人災で農作物が直撃されるどころかもっと恐

ろしいことが日本列島 

では起こります。それは石油の枯渇です。 

 食料廃棄大国日本列島には当然ながら食料は有

り余っています。有り余っているから 



畑では規格外の農産物が捨てられ、都会では食料

を廃棄する三分の一ルールとか極めて短い賞味期限

が存在して、食料をドンドン捨てようとしていま

す。しかし日本に石油は殆どと言っていいほど存在

しません。もし石油が止まったら、備蓄を使い果た

したら？ 冬は寒く夏は暑い。 

車は走らない。電車も止まる。ぎっしりと詰め込

まれた冷蔵庫の食品は腐り、石油にどっぷり依存し

ている農作物もでない、暗闇が訪れるのです。 

海外からの供給路を複数持つことは、国内一本主義 

とくらべると危険が分散されるのは当然です。海外

に頼らない農業がいかに危険化がお分かり頂けたら

幸いです。 

 

 

          災害列島日本 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツナミ！ 

リズは叫んだ。そう、津波だ。どんどん盛り上

がって、白い漁船を捕まえた。船はうねりに支

え上げられ、サーフィンしだした。「オーマイ

ガッ」、波頭が白く割れて漁船は波の上で向き

が変って、滑るように岬の裏に消えた。津波は

図 3 経済産業省 日本のエネルギーのいま「抱える議題 日本の原油の主要調達先(2013 年) 



咆哮し、考えられないほど大きな龍となっての

たうった。 

 

津波は２，３キロ先に少し霞んで見える原発プ

ラントの堤防も乗り越えて建物にぶつかって波

頭を大きく大きく爆発させていた。冲では更に

大きな別の津波が立ち上がっていた。今度は横

並びに伏せていた何十頭もの龍が首をだんだん

もたげながら迫ってくる。第一波よりもっと巨

大だ。原発が壊される。「チェルノブイリ！」

リズは叫んだ。 

崖の下の海で何が起きているか知りたくもなか

ったが、右手の山側の土手の墓地では墓石が殆

ど倒れ、倒れかけて斜めになっている大きく古

い墓石が今倒れた。道には山側から土砂が所々

崩れ落ちて、対向車線を埋めていた。先へ行け

ば行くほど土砂量は多くなっている。対向車も



後続車も、もちろん先行車だっていない。不安

は心臓の鼓動となって、締め切った車内に響い

ている。握りしめるステアリングの手には冷や

汗がにじみ出ていた。無理しても走り抜けよう

か、それとも引き返そうか。ためらいが速度を

緩めたり速めたりした。 

主の祈りを唱えた。 

Our Father, Who art in heaven 

Hallowed be Thy Name; 

Thy kingdom come, 

Thy will be done, 

on earth as it is in heaven. 

 

天にまします 我らの父よ 

 

  願わくば 御名（みな）をあがめさせたまえ 

 

  御国（みくに）を来たらせたまえ 

 

  御心（みこころ）の天になるごとく 地にもなさせたまえ 



 

それからは、あゝ、分からなくなってしまっ

た。 

「神様、前に行くべきでしょうか、引き返すべ

きでしょうか」。 

迷う事はなかった。迷えなかったのだ。直径が

一メートルを越すような岩が二つ、道を塞いで

いた。ブレーキを思い切り踏んだ。 

車は路上の泥を滑りながら、テールを振って後

ろ前になった。リズは夢中でアクセルをふか

し、車はそのまま今来た道を引き返した。 

土砂を縫いながら走ると、やがてあの丘の上に

戻った。ウインドウを開けた。サイレンがけた

たましくなっていた。 

遠くでスピーカーが何か怒鳴っているが、意味

が良く分からない。 



これは私が書いた小説「田園復興」の一節です

がアメリカ人女性が見た津波が原発を襲うシー

ンです。生きている人々は村や町をすて、人の

いない田畑や見捨てられた動物に放射能が降り



注ぎ続けます。

 



 そして福島原子力発電所一帯の広範囲から人

がいなくなりました。見渡す限りの田畑の耕作

は放棄され、家畜は置き去りになりました。 

 

そしてこの地域の食料自給率は需要も供給もな

いゼロ除算となりコンピューターは Error を

示しています。 

阪神淡路大地震から２０年足らずのうちに東

日本大震災は突然福島の原発を襲い、国民の財

産と命を奪いました。今度は東海と南海トラフ

の危険性が高いそうです。日本は災害危険度世

界ナンバーワンの国です。特に福島のような時

間が静岡あたりで起きれば中部地方の農業を含

む産業は壊滅でしょう。 

食料自給率向上を唱う国産農業至上主義者たち

の大きな理由は「海外でなにか起きて輸入でき

なければどうする」です。しかし日本のカロリ



ーの根源となる穀物は北米と豪州で生産されて

います。そして大きく平和な太平洋を渡って輸

送されて来ます。「日本で災害が起きて輸入で

きなかればどうする」と考えるべきです。 

 

地震、津波、台風、火山、テロ、原発 

 

 



 

 



 

 

海外からの供給路を複数持つことは、国内一本主義 

• まだ終わっていない朝鮮戦争メール  

• 印刷  

南北境界の北朝鮮側で金正恩朝鮮労働党委員長

（右）と握手を交わすトランプ米大統領＝ＡＰ 
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•  

[PR] 

 「昨日の朝、トランプ大統領が（会いたいとの）意向を示し、とても驚い

た」 

 板門店の韓国側施設「自由の家」で開かれた米朝首脳会談の冒頭、正恩氏は

こう語った。北朝鮮の非核化をめぐる米朝の協議は、今年２月にベトナム・ハ

ノイで開かれた２回目の米朝首脳会談が物別れに終わって以来、停滞が続いて

いた。３回目となる今回の首脳会談は電撃的に開催されたが、実は伏線はあっ

た。 
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https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190630002186.html


 

とくらべると危険が分散されるのは当然です。海外

に頼らない農業がいかに危険かがお分かり頂けたら

幸いです。 

 

東安心 

吉田愛一郎氏 

私の父は役人として参議院で働きながら、戦後の国政を眺めてきた。自宅に国会や委員

会を運営する同僚たちが集まり、夜な夜な酒を酌み交わしていたのをよく覚えている。彼

らのよもやま話の中には、日本が原発推進に舵を切った事情も含まれていた。あれから

半世紀が過ぎ、私がソーラービジネスに関わるようになると、いろいろなことが見えてき

た。当時の話を思い起こしながら、経過を整理してみよう。 

オルタナ 



「原発推進のために太陽光発電を抑え込んだのは

電力業界と経産省だ」 吉田愛一郎氏 

 

吉田愛一郎氏 

私の父は役人として参議院で働きながら、戦後の国政を眺めてきた。自宅に国会や委員

会を運営する同僚たちが集まり、夜な夜な酒を酌み交わしていたのをよく覚えている。彼

らのよもやま話の中には、日本が原発推進に舵を切った事情も含まれていた。あれから

半世紀が過ぎ、私がソーラービジネスに関わるようになると、いろいろなことが見えてき

た。当時の話を思い起こしながら、経過を整理してみよう。 

■ 原子力の平和利用は核の在庫処分 

戦争の傷がまだ残る 1953年、当時の米国大統領アイゼンハワーは国連で「平和の為の

原子力」と題する演説をした。核戦争の危険を憂慮した大統領が核の平和利用を進める

ことなどを訴えたものだった。これが地球の裏側にある日本の電力事情をも変える大きな

きっかけとなった。 

当時の米国はソ連との冷戦が続き、核兵器を増産し、その結果として核がだぶついて困

っていた。そうしたこともあり、父の仲間たちは「原子力の平和利用」は在庫処分の便法

に過ぎないと話していた。 

日本は原爆を落とされた世界で唯一の被曝国だが、同時に敗戦国でもあり米国の意向

には逆らえない。読売新聞社の正力松太郎氏や、後の首相中曽根康弘氏らが原発推進

の旗振り役となった。 

http://www.alterna.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/yoshidaaiichiro.jpg


被爆国の日本こそ原子力の平和利用をしようと言うキャンペーンはかなり強引なものだ。

だが、アメリカ仕込みのこのキャッチフレーズは国民に浸透し、原子の子、鉄腕アトムが

日本の上空を飛び廻わり、茨城県東海村に原発が出来た。 

昭和 30年代を境に日本の復興は急速に進み、オリンピックを開催できるまでに成長し、

万博も招へいした。それに連れて原子力予算もどんどん増えた。田中内閣が日本列島改

造論を唱えると、原発の林立時代に突入し、電力会社には未曾有の金が流れた。 

■ ソーラーを抑え込んだ電力業界 

経済成長がこの先も続くものと浮かれていた日本人に冷や水を浴びせたのが第一次石

油危機。石油が高騰し、省エネ対策に迫られた。1974年に新エネルギー計画であるサ

ンシャイン計画が登場し、92年までに総額 4400億円が投じられた。この計画で地熱や

石炭の液化などとともに脚光を浴びたのがソーラー発電だった。 

しかし、この事態に一番戸惑ったのが電力会社だといわれる。電力会社以外が電気を供

給することなど、想定していなかったからだ。 

地産地消型のソーラー発電が普及すれば、自分たちの送電網はいらなくなる。ましてや

大規模発電の究極である原発なぞ無用となってしまう。つまり、原発を推進する電力会社

そのものがいらなくなる流れにつながると考えても不思議ではない。 

そこで考え出されたのが、電力会社の送電線を利用したソーラーシステムだと私は思っ

ている。自分たちのインフラを使わざるを得ないようにすれば、電力会社はソーラーを抑

え込める。参入ハードルも高めて、極力中小企業や外国産のものは参入させないように

した。経産省と電力業界が結託したうえに生まれた補助金制度のもとでは、大手メーカー

以外の独立系のソーラー発電システムが食い込むことは難しい。 

こうして、当初は世界のトップランナーだった日本のソーラー発電はじりじりとその地位を

下げ、原発の陰に隠れてしまった。スサノウのみことの乱暴にその身を岩戸に隠した日

本の神、太陽神天照大神のように。 



いったい誰が彼女を天の岩戸から引き出すのだろうか。(吉田愛一郎) 

         原発は国産エネルギー？ 

日本では原子力発電の原料ウランは取れないのに 

なぜ国産エネルギーと呼ぶのでしょう？ それには

理由があります。その理由は核燃料サイクルです。 

原発の燃料のウランは勿論日本では採掘できません

が、輸入したウランをリサイクルして使えば永久に 

燃料で有り続けるから原発は国産エネルギーになる 

という理論です。 

 理論的にはその通りですが、では今の原子力発電 

は核燃料サイクルで稼働しているかと言えば、否で

す。そそれどころか将来的にも核燃料サイクルでき

るめどが立っていないのです。 

ならば原子力発電を国産エ ウランとプルトニウム

の混合酸化物（MOX）を燃料に、発電しながら消費

した以上のプルトニウムを生み出すとされるもんじ



ゅは、「夢の原子炉」とされ、核燃料サイクル計画

の中心的な役割を担うはずだった。しかし、1994 年

の運転開始以降、事故が相次ぎ、運転できたのは 22

年間でわずか 250 日。建設・運営にこれまで国費 1

兆円超が投じられました。 

 

 原子力規制委員会は失敗続きのもんじゅの運営主

体を日本原子力研究開発機構から代えるよう所管の

文部科学省に勧告したが、代替の事業者が見つから

ず政府はついに 2016 年 12 月、廃炉を決定した。だ

が、核燃料サイクル政策は内容を変えて継続すると

した。原発で燃やし終わった使用済み核燃料を再処

理して MOX 燃料をつくり、これを普通の原子炉

（軽水炉）で燃やす「プルサーマル発電」を推進す

るというのだ。 

さらにもんじゅ以外のサイクル計画も頓挫してい

る。日本原燃が青森県六ケ所村で 93 年から建設を続



ける再処理工場。97 年に完成の予定だったが、事故

続きで完成のメドがいまなお立たない。17 年 12

月、完成予定を従来の 18 年上半期からさらに 3 年

延ばすと発表、24 回目の延期となった。建設費は当

初見積もりの 4 倍の 2 兆 9000 億円に跳ね上がっ

た。難航を極める核燃料サイクル事業に要する巨額

の費用は、もんじゅの廃炉費用を含め国民の税金と

電気代から賄われます。 

 

 

ならば原子力発電をネルギーとしてはならないはず

です。 

 



 

生活エネルギー自給率 

 

伊方原子力発電所（「wikipedia」より） 

 

 

下のグラフをご覧ください。 



 

様々ば主要国の生活エネルギー自給率が示されてい

ますが、特徴的な様相を示す二つの国があります。 

原子力発電以外の自給率は日本が７％でフランスは

１０％です日本の特徴は自給率の極端な低さです。

もう一国はフランスです。原発の依存度の高さが際



立っています。

 

 しかし他の見方をしてみましょう。自国における

ウランの産出です。カナダ、アメリカ、ロシア、イ

ンド、中国、フランスドイツはウラン産出国として

世界のトップ１４位に入っています。つまりそれら

の国々の原発は１００％輸入エネルギーではないの

です。 



イタリア、英国は日本と同じく殆どウランを産出し

ていませんが、そもそもイタリアは原発に頼らない 

電源政策を取っています。しかも原発ゼロでも日本

の３倍以上の生活エネルギーの自給率ですし、イギ

リスに至っては原発抜きでも５６％の自給率です。 

 さらに、ＥＵ諸国の中東の原油はホルムズ海峡を 

通らずにパイプラインによって陸路で運ばれていま

す。 

 生存自給率がカロリーベースで３９％、生産額ベ

ースで６８％が危機だと言うのなら、食料の運搬、

食料の炊飯を司る生存エネルギーの自給率が７％し

かない事を危機と捉えない矛盾をどう説明するので

しょうか？ 

 

だから言っただろうホルムズ！ 

 



こう吠えるとホルムズとは人の名前みたいですが、 

ホルムズとはホルムズ海峡のことをです。 

まさに、本稿を執筆している 2019 年 6 月 13 日、中東

のホルムズ海峡付近を航行する日本のタンカー

が、何者かに攻撃されて船体が損傷しました。 

 日本はこの海峡に原油輸入の約 80％、液化天

然ガス（LNG）の約 20％を依存しています。 

 

 

 



 

厄介なマラッカ、もっと大変な南東シナ海 

マラッカ海峡を通過する船は、年間 9 万隻にも上っ

ている[3]。特に、中東から東アジアへの石油輸送ル

ートとして重要である。 

国際海事局（IMB）によると、この地方の海賊の主な

拠点はインドネシアです。海賊は、主に 3 タイプに

分けられます。独立した海賊専門グループ、犯罪組

織の下部組織としての海賊、テロリストの一味とし

ての海賊です。また、インドネシアの自由アチェ運

動のような反政府組織が関与しているとする説もあ

ります。 

中国は南シナ海で領有権を主張しており、浅瀬や

礁に軍事基地のネットワークを建設して実効支配し

ている。だが、中国が領有権を主張する海域は、ベ

トナム、フィリピン、台湾、ブルネイ、マレーシア

が主張する領海と重なり合っている。そうした国々

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AB%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E3%81%AE%E6%B5%B7%E8%B3%8A#cite_note-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B5%B7%E4%BA%8B%E5%B1%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%82%A2%E3%83%81%E3%82%A7%E9%81%8B%E5%8B%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%82%A2%E3%83%81%E3%82%A7%E9%81%8B%E5%8B%95


はいずれも ASEAN の加盟国だ。この海域には豊かな

漁場や重要な航路があるほか、豊富な天然資源が存

在するとみられています 

尖閣で事がおきれば海上封鎖になります。領有権

を争うのですから、商船の通行はできません。日本

の生活エネルギーの補給路は原子力発電用のウラン

を含めると８５％以上が途絶えることになります。 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

完全に成し遂げていませんからウランは輸入品です

から自給率計算には入れられません。してみると 

フランスの生活エネルギー自給率は日本ほどではあ

りませんが、１０％ととても低い数字です。 

 後の国々は多くても原発依存度は１０％を少し上

回る程度です。しかしここで計算に入れなければな

らない事があります。食料自給率が断然高いカナダ

は 

ウラン産出がカザフスタンに次ぐ２位であるので 

 

次に各国の生存エネルギーの自給率と生存エネルギ

ーの自給率を比べてみましょう。 

 



食料自給率はカロリーベース 

 

 

食料自給率は生産額ベース 
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日本のエネルギー自給率は 7.4％になっていま

すがこのグラフから原発を除くと 

グラフは下記になります。 

電源構成比率 

 

 



 
投稿者: nakanishi | 2019年 1月 9日 

家庭用太陽光 蓄電池 

日本の暮らしを支えているエネルギーの約９３％は輸入に頼ってい

る。 

 

電力自給率 １５．３％  

 

スイッチ一つで電気が点いて、スイッチをひねればガスが点火し、 

https://www.yamakishi-solar.biz/blog/category/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E7%94%A8%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89/
https://www.yamakishi-solar.biz/blog/category/%E8%93%84%E9%9B%BB%E6%B1%A0/


 

 

ベースロード比率５６％の誤り 

 

２０３０年にになって電源構成比率は 

７８％～８０％です。 



 

 

ガソリンスタンドに行けばガソリンや灯油が、 

当たり前に買うことが出来ます。 

でも、経済産業省 資源エネルギー庁の資料によると、 

日本はこのエネルギーのほとんどが、輸入に頼っていて自給できていないんです。 

 

アメリカやイギリスなどの先進国は？ 

例えばアメリカの場合、自給率は 92.2％！ 

イギリスで 65.8％、フランスで 55.9％・・・と 

いわゆる先進国ではエネルギーの半分以上を 

自給自足しているんです。 

日本のエネルギーの自給率をＵＰさせるにはどうしたらよいの？ 



2016年度の発電電気量のうち、再生可能エネルギーが占める割合は約 15％。 

その半分は水力発電です。 

水力を除く再生可能エネルギーは 7.8％です。 

実は、経済産業省では、2030年度には、この自然（太陽・風・水・地熱・森林）の

チカラを利用した 

再生可能エネルギーの比率を上げることを目指しているんです。 

また、日本の技術を活かし、新しい発電技術を開発することも目標に掲げています

が、これは結構難しそうですね。 

 

再生可能エネルギーへの期待 

エネルギー資源がなくなれば、今の生活が成り立たないことは一目瞭然です。 

では、わたしたちに何ができる事はあるのでしょうか？ 

水力を除く再生可能エネルギー7.8％の中でも、「固定価格買取制度」がスタートした

2012年 7月以降、一番多く導入されているのが、太陽光発電なんです。 



産業用もあちこちで見かけますが、家庭用の太陽光発電もとても多くなってきていま

すね。 

補助金なども利用するとお得に設置できる場合もあるようですよ。 

 

solar.biz/uploads/raw/CzIABgVAA 

https://www.yamakishi-

solar.biz/uploads/raw/CzIABgVAA 



 

 

 

 

原子燃料サイクルとは 

原子力発電で一度使ったウラン燃料（使用済燃料）は、再処理することで、も

う一度原子力発電の燃料としてリサイクルできます。ウラン資源を再利用すれ

ば、エネルギーを長期にわたり安定供給することができます。 

発電後の使用済燃料の中には、核分裂していないウランや、原子炉内で生まれ

たプルトニウムが含まれています。これらは再処理して取り出し、燃料として

再利用すること、つまりリサイクルすることができます。ウラン燃料をリサイ

クルして利用する一連の流れを「原子燃料サイクル」といいます。 

核燃料サイクルの今 

• 原子力  

• 核燃料サイクル  

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/keyword/?k=%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/keyword/?k=%E6%A0%B8%E7%87%83%E6%96%99%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB


• 安全・防災  

•  

•  

•  

•  

• 記事のリクエスト 

• メルマガ登録 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/keyword/?k=%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%83%BB%E9%98%B2%E7%81%BD
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/enecho01/form#spcontents
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/dbc/pub/enecho01/merumaga_form/create/input


 

原子力発電では、原子力発電所で使い終えた燃料（使用済燃料）の再利用について、さま

ざまな検討が重ねられてきました。今回のコラムでは、使用済燃料の再利用は今どのよう

に進められているのか、最新動向を解説します。 



核燃料サイクルとは 

原子力発電で使い終えた燃料（使用済燃料）をもう一度使うことができれば、資源の有効

利用に役立つのはもちろん、高レベル放射性廃棄物の量を減らしたり、その有害さの度合

いを低くするといったことにも役立ちます。 

 

こうした理由から、資源の少ない日本では、使用済燃料の中からウランやプルトニウムと

いった燃料として再利用可能な物質を取り出し（再処理）、この取り出した物質を混ぜ合

わせて「MOX燃料」と呼ばれる燃料に加工して、もう一度発電に利用するという取り組

みを行っています。これを「核燃料サイクル」といいます。 

 

日本では、エネルギーに関する政策の方向性を示した「エネルギー基本計画」で、この核

燃料サイクルの推進を基本的方針と位置づけています。 



核燃料サイクル（軽水炉サイクル）のイメージ 



 



※青森県六ヶ所村に立地、安全審査中。 

再処理などの実施体制の整備 

この使用済燃料の再処理などにかかる費用は、これまで電力会社などによる積み立て金で

確保されていましたが、電力事業をめぐる環境は電力自由化などの影響で大きな変化を迎

えており、使用済燃料の再処理などを着実に行っていくための体制づくりが必要と考えら

れました。 

 

そこで、2016年 5月 11日、再処理などにかかる資金は電力会社などから「拠出金」の

かたちで集めること、その資金の管理・運用と再処理などの実施に責任をもつ新しい組織

をつくることを定めた、「再処理等拠出金法」が成立しました。新しい組織は認可法人

「使用済燃料再処理機構」として、同年 10月 3日、青森県青森市に設立されました。 

 

※再処理などは日本原燃株式会社が青森県六ヶ所村の施設で行います。 

安全を確保した事業費 

使用済燃料再処理機構の役割のひとつは、拠出金単価を計算し決定することです。そこ

で、計算する時のベースとなる、再処理などにかかる事業費について、金融や法律、会計



などさまざまな分野の外部有識者などが加わる運営委員会で議論を行い、それを踏まえつ

つ内容を詳しくチェックしました。その際、重視したのは、「安全性」、「適切性」、

「事業継続性」というポイントです。 

 

その結果、再処理関係事業費は、これまでの約 12.6兆円から約 1.3兆円増え、約 13.9

兆円になりました。また、MOX燃料加工事業費は、約 2.3兆円となりました。このよう

に、費用が増えたのは、安全対策をより一層充実させるために必要な費用などを織り込ん

だためです。2013年から、原子力施設には新しい規制基準が定められ、その基準に対応

することが求められていますが、そのために必要となる施設の耐震補強や、配管の補強な

どの工事費用などがそれにあたります。また、規制基準にとどまらない、さらなる安全向

上対策を自主的に実施するために必要となる設備投資費用なども織り込まれています。 

詳しく知りたい 

 「再処理等の事業費について」（PDF形式 / 使用済燃料再処理機構Webサイト） 

使用済燃料再処理機構の設立で、再処理などの事業について、国が一定の関与を行い、事

業全体のガバナンスを強化する体制が整いました。安全を最優先に、貴重なエネルギーを

有効に利用するために、核燃料サイクルを着実に行っていきます。 

原子力発電所で使い終えた燃料（使用済燃料）をもう一度使うことで、資源を有効利用

し、高レベル放射性廃棄物の量を減らしたり放射能レベルを低くすることに役立てる「核

http://www.nuro.or.jp/pdf/20170718.pdf
http://www.nuro.or.jp/pdf/20170718.pdf
http://www.nuro.or.jp/pdf/20170718.pdf


燃料サイクル」（ 「核燃料サイクルの今」参照）。この使用済燃料から取り出したプル

トニウムとウランを用いて作られた「MOX燃料」を「高速炉」と呼ばれる原子炉で燃や

して発電に利用する方法は「高速炉サイクル」と呼ばれますが、そのサイクルの研究開発

の中核として位置づけられていたのが、「もんじゅ」です。 

 

1994 年 4月に初めて臨界（原子炉内の核分裂が持続しはじめること）に達して以来、「も

んじゅ」の運転や保守を通じてさまざまな知見や技術的成果が得られてきました。しかし

その一方で、1995 年 12月のナトリウム漏えい事故などの問題も起こり、文部科学省の有

識者会議「『もんじゅ』の在り方に関する検討会」では、人材育成やマネジメントに問題

があったことをまとめました。 

 

2016 年 12 月、原子力関係閣僚会議において、「『もんじゅ』の取扱いに関する政府方針」

（以下「もんじゅ政府方針」と呼びます）を決定し、「原子炉としての運転再開はせず、

今後、廃止措置に移行する」こととしました。その後、「『もんじゅ』廃止措置推進チー

ム」（以下「推進チーム」と呼びます）が設置され、廃止措置を安全に、着実に、なおか

つ計画的に実施するための取り組みが進められています。 

 

2017 年 6月、推進チームは「『もんじゅ』の廃止措置に関する基本方針」を決定。これを

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kakucycle.html
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kakucycle.html
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kakucycle.html


ふまえて、「もんじゅ」を運営している日本原子力研究開発機構が「『もんじゅ』の廃止措

置に関する基本的な計画」をつくり、推進チームによって了承されました。また、2017

年 12月には「もんじゅ」の廃止措置計画の認可申請書が、原子力機構から原子力規制委

員会へ提出され、2018年 3月に廃止措置計画が認可されました。 

西恐い 

 

 

 

• ME 

» 主張・核燃料を「使い続ける」考え 

原子力発電でそれを行った場合に出る使用済み燃料の問題がある。燃料の調達（フ

ロントエンドと呼ばれる）から最終処理・処分（バックエンド）までを連続して行うという

のが核燃料サイクルの考えだ。 

使用済み燃料の９割は再利用が可能であり、使い続けることで、エネルギーの有効

利用をしようという考えだ。日本は無資源国であり、１９７０年代から８０年代に、この

考えは歓迎され、エネルギー政策の中に取り込まれていきた。 
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図１ 核燃料サイクルのイメージ図（経済産業省資料より） 

原発問題はこれまで、「使用済み核燃料をどのように扱うか」という点に批判が集まっ

てきた。さらに福島第１原発事故でこの問題は関心が集まった。使用済み燃料が原

発内に保管されていた。一連の原発での水素爆発や再び起こる可能性や地震や津

波によって、その燃料が損傷することが懸念された。そのために、この問題が注目を

集めた。 

経産省によれば、使用済燃料の貯蔵量は１１年末時点で約１万４８００トン。大半は全

国の原発で一時保管されている。ただし、その余地が少なくなっている。この方法で

は１０年以内に、燃料保管の場所がなくなる。 

現在、青森県むつ市に中間貯蔵施設が建設中だ。（青森県ホームページ）また青森

県六ヶ所村の日本原燃の燃料再処理工場が現在試運転を行っている。ただし稼動の

めどは立っていない。当初予定されていた７６００億円の建設費用は、現在予定で２

兆２０００億円まで膨らんでいる。また建設計画が１９８９年に決定し、２０１０年までの
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稼動を目標にしたのに、今でも完成していない。現時点では燃料の再処理の一部

は、英仏で行われている。 

• 政策 » エネルギー » なぜ核燃料サイクルはできない

のか 

• 2016年 12月の原子力関係閣僚会議で廃止措置への移行が決定された、高速増殖

原型炉「もんじゅ」。2017年 12月から、原子力規制委員会による、廃止措置計

画の審査が進められ、2018年 3月に認可されました。「もんじゅ」の廃止措置計

画とはどのようなものなのでしょう？また、「もんじゅ」の廃止措置によって、使

用済燃料を有効活用する「核燃料サイクル」はどうなるのでしょうか。 

• 「もんじゅ」が廃止措置にいたるまで 

• 原子力発電所で使い終えた燃料（使用済燃料）をもう一度使うことで、資源を有効

利用し、高レベル放射性廃棄物の量を減らしたり放射能レベルを低くすることに役

立てる「核燃料サイクル」（ 「核燃料サイクルの今」参照）。この使用済燃料

から取り出したプルトニウムとウランを用いて作られた「MOX燃料」を「高速

炉」と呼ばれる原子炉で燃やして発電に利用する方法は「高速炉サイクル」と呼ば

れますが、そのサイクルの研究開発の中核として位置づけられていたのが、「もん

じゅ」です。 

https://www.taro.org/category/policy
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1994年 4月に初めて臨界（原子炉内の核分裂が持続しはじめること）に達して以

来、「もんじゅ」の運転や保守を通じてさまざまな知見や技術的成果が得られてき

ました。しかしその一方で、1995年 12月のナトリウム漏えい事故などの問題も

起こり、文部科学省の有識者会議「『もんじゅ』の在り方に関する検討会」では、

人材育成やマネジメントに問題があったことをまとめました。 

 

2016年 12月、原子力関係閣僚会議において、「『もんじゅ』の取扱いに関する

政府方針」（以下「もんじゅ政府方針」と呼びます）を決定し、「原子炉としての

運転再開はせず、今後、廃止措置に移行する」こととしました。その後、「『もん

じゅ』廃止措置推進チーム」（以下「推進チーム」と呼びます）が設置され、廃止

措置を安全に、着実に、なおかつ計画的に実施するための取り組みが進められてい

ます。 

 

2017年 6月、推進チームは「『もんじゅ』の廃止措置に関する基本方針」を決

定。これをふまえて、「もんじゅ」を運営している日本原子力研究開発機構が

「『もんじゅ』の廃止措置に関する基本的な計画」をつくり、推進チームによって

了承されました。また、2017年 12月には「もんじゅ」の廃止措置計画の認可申



請書が、原子力機構から原子力規制委員会へ提出され、2018年 3月に廃止措置計

画が認可されました。 

 

 

使用済み燃料の９割は再利用が可能であり、使い続けることで、エネルギーの有効

利用をしようという考えだ。日本は無資源国であり、１９７０年代から８０年代に、この

考えは歓迎され、エネルギー政策の中に取り込まれていきた。 

 

図１ 核燃料サイクルのイメージ図（経済産業省資料より） 

原発問題はこれまで、「使用済み核燃料をどのように扱うか」という点に批判が集まっ

てきた。さらに福島第１原発事故でこの問題は関心が集まった。使用済み燃料が原

発内に保管されていた。一連の原発での水素爆発や再び起こる可能性や地震や津



波によって、その燃料が損傷することが懸念された。そのために、この問題が注目を

集めた。 

経産省によれば、使用済燃料の貯蔵量は１１年末時点で約１万４８００トン。大半は全

国の原発で一時保管されている。ただし、その余地が少なくなっている。この方法で

は１０年以内に、燃料保管の場所がなくなる。 

現在、青森県むつ市に中間貯蔵施設が建設中だ。（青森県ホームページ）また青森

県六ヶ所村の日本原燃の燃料再処理工場が現在試運転を行っている。ただし稼動の

めどは立っていない。当初予定されていた７６００億円の建設費用は、現在予定で２

兆２０００億円まで膨らんでいる。また建設計画が１９８９年に決定し、２０１０年までの

稼動を目標にしたのに、今でも完成していない。現時点では燃料の再処理の一部

は、英仏で行われている。 

GEPRは１０月９日の更新で掲載した２つの論説「したたかに堅持すべき再処理リサ

イクル政策 ― 歴史の蓄積、合理性、早急な「突然死」の危険」「放射性廃棄物の処

分、対策の紹介 − 「地中処分」と「核種変換」 」で、問題への意見を紹介した。 

「直接処分」というもう一つの選択肢 

問題はこの政策をどのように判断するかだ。原発についてどのような考えを持とうと、

使用済み燃料は今、日本に存在している。これをどうするか、決断をしなければなら

ない。 

原子力発電を止める場合に、当然、使用済み核燃料を再び使う必要はなくなる。しか

し政府が９月に取りまとめた「１９３０年代に原発ゼロを目指す」とした「革新的エネル

ギー・環境政策（概要）」は、核燃料サイクルを続けると記載して、その矛盾が批判を

集めた。 

燃料の処分方法は、核燃料サイクルに使うか、直接処分をするかの２つだ。また核燃

料サイクルで再処理するにしても、高レベル放射性廃棄物は発生してしまう。 
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直接処分とは、燃料集合体をほぼそのままの形でキャスクに入れて、地中につくられ

た特殊な施設内で保管するものだ。この種の廃棄物が生物への影響がないまでに放

射線が減らせるには、１０万年の時間が必要とされる。そのために、管理の先行きが

見えず、この点も問題を複雑にする。 

各国とも最終処分の方法については、政治的な議論が生じ、決めるまで遅々とした時

間がかかる、もしくは決まらない状況が続いている。しかし、主要国の中で、「方針さ

え決まらない」という状況になっているのは日本だけだ。 

核燃料サイクルへの批判 

燃料サイクルについて、肯定する主張は前述のコラム「したたかに堅持すべき再処理

リサイクル政策 ― 歴史の蓄積、合理性、早急な「突然死」の危険」で、掲載してい

る。 

この政策の批判は、反原発の主張に付随したものに加えて、次のようなものがある。 

１・経済性で全量再処理より費用がかかる。 

内閣府原子力委員会の試算によれば、「全量再処理」「再処理・直接処分併用」で１

４.４兆円から１８.４兆円。一方で全量直接処分は８.１兆円〜１4.８兆円と試算されて

いる。しかし、この試算は前提で変る。 

２・核兵器に転用されるリスクがある。 

再処理の過程で毒性の強く、また核兵器にも使われるプルトニウムが抽出され、これ

が危険であるとの指摘がある。ただし、これは核物質を扱うどの段階でも、リスクが存

在する。 

３・高速増殖炉もんじゅ、青森県六ケ所村で建設中の核燃料再処理施設など、計画を

実現する手段で技術トラブルが続き、稼動のめどが立っていない。 



どのような方法を選択するにしても、使用済み核燃料の問題にはさまざまなコスト、ま

た選択の難しさがある。さらに、核物質への恐怖から、関係者の合意形成がとても難

しい。 

なぜ核燃料サイクルはできないのか 

政府・与党が議論しているエネルギー基本計画の政府

案には、核燃料サイクルを推進するなどというとんでもな

いことが書かれています。 

しかし、核燃料サイクルは、現状では進めようとしても進

められないのが現実です。 

なぜ、核燃料サイクルを進められないのか、ひろく大勢

の皆様と問題意識を共有していきたいと思います。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－ 

本音と建前の乖離 

まず、なぜ経産省と電力会社は、破綻しているのが明白

な核燃料サイクルを強引に進めようとしているのでしょう

か。 



電力会社はこれまで立地自治体に対して、使用済み核

燃料は原発敷地内のプールで一時的に冷却保管する

が、一定の時間が来れば青森県の再処理工場に搬出す

るので、使用済み核燃料は立地自治体には残らないと

いう約束をしてきました。 

一方、再処理工場がある青森県は、使用済み核燃料

は、再処理の原材料であるという位置づけで県内への搬

入を認めてきました。 

もし、再処理をやらないことになると、使用済み核燃料は

ただの核のゴミになってしまいます。そうなると国、電力

会社と青森県との約束で、電力会社は使用済み核燃料

を青森県から持ち出さなくてはならなくなります。 

持ち出した使用済み核燃料を原発の立地自治体に保管

するためにはこれまでの地元との合意の枠組みを作り

直す必要がありますが、電力会社は、それをしたくない

し、それができるとは思っていません。 



しかも現実には、再処理工場が問題だらけで稼働でない

ため、再処理工場にある原材料プールはすでに満杯に

なり、これ以上再処理工場向けに搬出はできません。 

使用済み核燃料の中間貯蔵施設も、結局、青森県のむ

つ市にしか建設することができませんでした。 

この状況では、青森県から使用済み核燃料を持ち出して

も持っていくところがないのが現実です。 

そのため、経産省と電力会社は、再処理の継続を明言

し、使用済み核燃料の問題を先送りする道を選び続けて

きました。 

しかし、そのために莫大なコストを支払って再処理を進め

る、あるいはすすめるふりをしなければなりません。 

使用済み核燃料の問題と向き合わないために核燃料サ

イクルを進めるという馬鹿なことはやめるべきではないで

しょうか。 



使用済み核燃料の中間貯蔵、最終処分について、逃げ

ずに真正面から徹底的な議論・合意形成を進めることが

必要です。 

そのためには、再処理ありきの議論ではなく、再処理を

白紙にした場合の議論が必要です。 

原発に関する国民的議論が高まる中で、「使用済み核燃

料の搬出先がないから核燃料サイクルを動かす」という

本末転倒の論理は通用しません。 

当初の目的の消滅・プルサーマルの無意味さ 

そもそも核燃料サイクルは、高速増殖炉によるプルトニ

ウム燃料の増産が目的でした。その実現が困難となった

今、核燃料サイクルを継続する意義はありません。 

高速増殖炉が実用化される見込みがなくなる中で、経産

省はプルトニウムをウランと混ぜたＭＯＸ燃料を作り、そ

れを普通の原子炉で燃やすプルサーマルを推進する方

向に転換しました。しかし、問題だらけです。 



まず、ウラン燃料を燃やしてできる使用済み核燃料を再

処理しても再利用できるのはプルトニウム１％とプルトニ

ウムとともに回収される回収ウラン１％の合計２％にすぎ

ません。 

残りの回収ウランは不純物が多く、そのままでは再利用

できません。 

不純物の混ざった回収ウランを燃料にするためには再

転換、濃縮、転換、成型加工のプロセスが必要ですが、

日本にはそのための転換工場がないため、回収ウラン

から燃料を製造できません。 

現状では、再処理で回収されたウランは貯蔵しておくし

かないのです。 

再処理して取り出した１％のプルトニウムと１％の回収ウ

ランにしても、それからＭＯＸ燃料をつくるためには、新し

い劣化ウランを混ぜて濃度の調整することが必要になり

ます。 



ですからほとんどウランのリサイクルにはならないので

す。 

それでも新しい劣化ウランを混ぜてＭＯＸ燃料をつくった

としましょう。 

このＭＯＸ燃料を燃やすと、ウラン燃料と同じように使用

済み核燃料になります。しかし、その使用済みＭＯＸ燃料

は、プルトニウムの濃度が高く、臨界の危険性などから、

六ヶ所では再処理できません。 

使用済みＭＯＸ燃料は、使用済み核燃料と比べ発熱量

が大きく、取り扱いも困難であり、必要となる貯蔵施設、

処分施設の面積は大きくなります。 

新品のウラン燃料を燃やしてできた使用済ウラン燃料に

含まれる核分裂性プルトニウムはプルトニウム全量のう

ち６７％ですが、それが使用済みＭＯＸ燃料の場合は約

６０％にまで低下します。 



ＭＯＸ燃料として使うためには核分裂性プルトニウムがプ

ルトニウム全体の６０％程度含まれていることが必要で

す。それを考えると、もし仮に使用済みＭＯＸ燃料を再処

理しても、新しいプルトニウムを加えなければ燃料を作る

ことはできません。 

ですから核燃料サイクルといってもそのまま燃料のリサ

イクルが可能なのはせいぜい２回までで、無限にサイク

ルが続くわけではありません。 

そのために二ケタの兆円のお金を使うならば、ウラン鉱

山を買ってしまったほうが安上がりです。 

もうひとつ大事なことは、使用済み核燃料は放射能が強

く取り扱いが困難で、テロリストがむやみに使づくことは

できません。しかし、再処理して取り出されるウラン・プル

トニウム混合物はプルトニウムの取出しが容易であり、

核不拡散に逆行します。 

コスト高 



再処理すれば、原子力の発電コストに加え、１．６円／ｋ

Ｗｈの追加コストが発生し、電力会社や消費者の負担が

増加します。 

さらに廃棄物の最終処分で比べても、再処理は、直接処

分と比べてもコスト高であることは明らかです。 

核不拡散 

高速増殖炉が実現せず、プルサーマルも進展しない中、

再処理で抽出されるプルトニウムの使いみちがありませ

ん。 

使用目的のないプルトニウムの抽出については国際的

な理解を得られません。日本が再処理を継続すること

が、韓国やブラジルなどの再処理意欲を刺激しているの

が現実です。 

供給安定性 



ウランの可採埋蔵量は当初の想定よりも多いとみられ、

供給元もカナダ、豪州など多様です。仮に供給安定性を

図るなら、ウランの備蓄のほうが安価で合理的です。 

環境負荷 

再処理をすれば、高レベル放射性廃棄物の体積は減容

されるものの、再処理の過程で直接処分では存在すらし

ないＴＲＵ廃棄物が大量に発生し、さらに低レベル放射

性廃棄物も莫大になります。 

再処理工場の廃止に伴う廃棄物の発生量まで合計すれ

ば、廃棄物体積は４～５倍になります。 

再処理を行うと非常に高濃度の放射性物質が放出され

ます。沖合にある放出口が周辺監視区域に指定され、モ

ニタリングされる担保が必要です。 

耐震性 



六ヶ所村の再処理施設は４５０ガルの揺れを前提に建設

された施設ですが、試運転により施設内部は既に汚染さ

れており、追加的な耐震補強は不可能です。 

稼働の実現可能性 

六ヶ所の再処理施設については、事故・故障が続き、完

成予定時期の延期はこれまでに１９回にも及んでおり、

順調な稼働は見込まれません。 

将来的な技術展望 

高速増殖炉が実現不可能な中で、核燃料サイクルを推

進することは無意味であり、限られた資源を集中するべ

き研究は核種転換や除染、廃炉のはずです。 

  

これでも本当に核燃料サイクルやりますか？ 

オイルショック 

低くない我が国の食料自給率を低いと強弁して利権を維持

しようとする農水族の力は強大である。そこで食料自給率



のが高くてはならない理由を尋ねると、決まって国家安全

保障上の理由であるという答えが返ってくる。  

しかしその論は明治時代からの富国強兵思想の延長であ

り、戦争の形態が様変わりした現在において全く通用しな

い理論である。敵国に本土侵犯を許さない領土防衛をよし

とするならば、敵兵は領土を侵犯できないから、日本の田

畑は安全であり、日本の将兵も国民も食糧不足の憂いがな

い。 

よって農民は米の増産につとめ自給率を１００％に近づけ 

銃後の防衛に貢献すべしという事になる。 

先の大戦の大敗までの帝国陸軍と大地主との結びつきが 

それを如実に表している。農産物の最大の需要先は大勢の 

将兵を抱える陸軍である。裕福な大地主農家の二男三男は 

陸軍に入り士官となった。そして小作人たちは広く徴兵さ

れ大日本帝国に奉仕した。そしてその将兵を支えるのが大

量の国内産食糧であった。 



しかし戦いの主流が空中や大気圏外にも及ぶようになる

と、脅威は艦船で押し寄せる敵軍ではなく、なんの前触れ

もなく飛来する敵国のミサイルではないのか。そのミサイ

ルに核が搭載されて居たら、あるいは搭載されていなかっ

たとしてもそれが原子力発電所に命中したら、福島県種変

の食料は一瞬にして食料から汚染物質になってしまうので

ある。 

その時点でも日本が食糧自給率１００％の安寧をむさぼっ

ているとしたら、たちまち我が国は深刻な食糧不足に陥る

のである。そしてその時点で我が国が仮に東京電力を始め 

各地域の電力を担当している９社の原子力発電施設所を 

撃破したら我が国の国民はたちまち飢えに乾き苦しむ難民

となってしますのである。原子力発電所に着弾しなくても 

そのミサイルに核が搭載されていたら、広島に投下された 

リトルボーイの３倍の核弾頭とすれば日本のほぼすべての 



野菜は破壊され汚染されてしまうであろう。さすれば今か

らでも海外の供給先と要綱な関係をもって輸入ルートをよ

り 

強固にするべきではないのか。 

 一方エネルギーはどうであろう、食糧自給率がカロリー

ベースで３９％、生産額べースで６０％、米に至っては１

００％と色々の指数はあるが、化石燃料はほとんどなく、

再生エネルギーに頼る日本のエネルギー自給率は１０％に

届いていない。 

 

ホルムズ海峡はペルシャ湾とオマーン湾の間にあり、最も狭いところは３３キ

ロしかない海上交通の要衝だ。世界の石油の３～４割がここを通り、世界のエ

ネルギー供給の「大動脈」といわれる。 

 特に日本にとっては、輸入原油の約４割を依存するサウジアラビアをはじ

め、アラブ首長国連邦、カタール、クウェートなど主要輸入先はペルシャ湾に

面しており、日本が輸入する原油の約８割はホルムズ海峡を通る。業界関係者

は「エネルギー政策上の生命線」と強調する。 

http://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%A7%E5%8B%95%E8%84%88.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E9%A6%96%E9%95%B7%E5%9B%BD%E9%80%A3%E9%82%A6.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%94%BF%E7%AD%96.html


 このため、ホルムズ海峡での有… 

 

 

 

 

かつての人海作戦我的防衛を主流とするなら、敵国に本土

侵犯を国の食糧自給率は低いから日本のエネルギー自給率

が６パーセントしかない。原子力発電所が東日本大災害以

来停滞しているからだと言う論があるが、原子力発電の燃

料ウラニュームも輸入に頼っています。 

つまり原子力発電がどれほど稼働してもエネルギー自給率

は今のままです。だから日本は食料の運送、米の炊飯すら

できない国なのです。パリ協定違反どころではないです

ね。 

 



昭和 48年（1973年）の晩秋、日本全国のスーパー店頭からトイレットペーパーや洗剤が

消えました。オイルショック（石油危機）の影響です。「石油供給が途絶えれば、日本は

物不足になるのでは？」。そんな不安感が人々を買いだめ・買い占めに走らせ、一方で売

り惜しみや便乗値上げなどをする小売店も現れました。 

 

オイルショックはそれまでの好景気を一変させ、時代の転換点になったとともに、エネル

ギーの安定供給の重要さを世の中に再認識させた出来事でもあり、それ以降のエネルギー

政策にも大きな影響を与えました。

  



日本は､なぜホルムズ海峡で標的になった

のか 

アメリカとイランの緊張緩和に向け、イラン最高指導者アリ

ー・ハメネイ師と安倍晋三首相が会談した 13 日、ホルムズ海峡

近くで日本の海運会社が運航するタンカーなど 2 隻が攻撃を受

け、軍事衝突の危険性がさらに高まる事態になった。タンカー

に対する攻撃は、アラブ首長国連邦（UAE）沖で 5 月に起きた

事件に続くもので、アメリカ政府はいずれもイランが関与した

との見方を示している。 

第 1次オイルショックのきっかけは、昭和 48年 10

月に勃発した第 4次中東戦争でした。OPECが原油

の供給制限と輸出価格の大幅な引き上げを行うと、

国際原油価格は 3カ月で約 4倍に高騰したのです。

これにより、石油消費国である先進国を中心に世界

経済は大きく混乱。石炭から石油へと舵を切り、エ

ネルギーの 8割近くを輸入原油に頼っていた日本も

例外ではありませんでした。 



 

原油の値上がりはガソリンなどの石油関連製品の値

上げに直結し、物価は瞬く間に上昇。急激なインフ

レはそれまで旺盛だった経済活動にブレーキをか

け、1974年度の日本経済は戦後初めてマイナス成

長となりました。高度経済成長期はここに終わった

のです。 

 

その影響を数値で見てみましょう。第 1次オイルシ

ョック前 5.7％だった一般消費者物価上昇率は、昭

和 48年には 15.6%、昭和 49年は 20.9％と急伸。

鉱工業生産指数については、第 1次オイルショック

前の昭和 46～48年度の平均が 8.1%だったのに対

して、昭和 49～50年度の平均はマイナス 7.2%と

なりました。“ショック”の激震ぶりがうかがわれま

す。 

 

オイルショック 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 5 経済産業省 日本のエネルギーのいま「日本の天然ガスの主要調達先(2013年)」 

農地は誰のための土地なのか 
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業委員会なのか 

 









 

海外からの供給路を複数持つことは、国内一本主義 



とくらべると危険が分散されるのは当然です。海外

に頼らない農業がいかに危険化がお分かり頂けたら

幸いです。 

 

           

 さてリズのいた大熊町は米や野菜も採れるし魚も

獲れる素晴らしいところでしたのでさきほどの野菜

と魚の両方を自給できる町です。そして有り余る農

作物や水産物を他の市町村に売る事ができました

し、 

放射能汚染がなければ今でもできます。大熊町は 

自給自足の能力がありました。しかし他の市町村の

産物も食べたいですよね。それが文化的な暮らしと

いう物です。 

 しかしリズはアメリカのママが送ってくれたチョ

コレーやクッキー、アメリカではビスケットをクッ

キーと呼ぶ、を沢山持っていました。彼女はおなか



が空くからアメリカ製の菓子を食べたではありませ

ん。 

大好物だから食べたのです。その分ご飯は減らさな

いといいダイエットができませんね。減らした分の

お米は東京に出荷されたお米の小さな小さな一部分

だったかもしれません。あるいは棄ててしまったの

かも知れません。食料廃棄です。 

これによると自給率は 48.2%になります。さらに厚生

省は日本人のカロリー取り過ぎをしてきしていま

す。 

仮に国民一人一日当たりのカロリーを一割減らすと

自給率は５４％に跳ね上がります。一割減らしたカ

ロリーとは身長１６０センチメートル、体重５０キ

ログラムの二十歳のどこにでもいる女性事務員の一

日に必要な熱量です。農水省の悲願である自給率５

０％は 

達成されているのではないでしょうか？ 



しかしそもそもこのような自給率計算は馬鹿げてい

ます。なぜならこんなことをしなくても自給率を１

００％にしたければ輸入を止めればいいのです。 

もし北朝鮮が国連の経済制裁下にあっていよいよ食

料も輸入できなくなるとすると北朝鮮の食料自給率

は１００％となり、飢餓は深刻となります。サブサ

ハラのアフリカ諸国も食料自給率は高いです。 

 

耕作放棄地をなくして自給率を上げようの誤り 

 原発事故によって広範囲の農地が一気に耕作

放棄地になりました。耕作放棄地は社会問題と

して学校でも取り上げられています。しかし私

が本書で申し上げたいのは、天災や人災に備え

て耕作放棄地を作らないようにすることではな

く、原子力発電などの生活のエネルギーと、食

物と言う人々の生存に関する二つのエネルギー



の相互関係やバランスです。それには生活エネ

と 

生存エネの事をもっともっと知っていただきた

いのです 

 

農家と農業 

 

農水省は{用語の解説}で複雑な説明をしていますの

で 

これを単純化します。 

農家には農産物を販売している農家と販売していな

い農家がいます。年間５０万円以下で１０＠（三

畝）以下の農地しか持っていない農家を自給自足農

家とします。 

１０＠以上の農地を持っているか５０万円以上の 



年間販売実績があれば、その人たちを販売農家と呼

び 

プロファーマーと認定します。家庭菜園で休日農作

業をすればこの位は出来ますよね。 

 



 

上の表は農林業センサス農業構造動態調査ですが、

色々な種類の農家がいて、とても分かりづらいので

解説しますと、 



農家は農業を主業としていたり、副業としていた

り、専業にしていたり兼業にしたりしているので

す。つまり主業なのに兼業農家だったり、専業にも

かかわらず兼業農家だったりしているのです。赤い

丸でかこった数字の合計はいづれも販売農家数と一

致します。 

しかしこの表にはどういう事だか２９年度３０年度

と３年分の総農家数と自給的農家数が書いてないの

で、私が独自の予想を立ててみました。 

平成１２年から１７年、２２年、２７年と総農家数

は５年毎に等比級数的に減少してきている。次の調

査の３２年には 

１８０万件ほどになる計算になるがその通過点の３

０年では２９５万件ほどに減ると考えられる。しか

し一方、サラリーマンが定年退職した後の経済活動

をしない自給的農家は増えるので、既存の自給的農

家の減少と相殺され、総農家数の減少速度を緩和す



ると予想されるので、横ばいで推移する自給的農家

数の平成１２年から２７年までの平均を平成３０年

の予想数を８４．７５万戸としてみた。それに農水

省が調査をしてくれた販売農家数１１６．４万戸を

足すと総農家数は２０１．１５万個となる。なんと

４２％もの農家が経済活動に参加しないレジャーフ

ァーマーになってしまっているのです。そして次の

農林業センサスの令和２年には半数以上の農家の作

物が人々の食卓に上がる事はないでしょう。 

とにかく農業の業はなりわいです。趣味や遊びはな

りわいではありません。 

      レジャーになぜ補助金を出すのか 

民主党が政権の座にたったときに打ち出した悪法が 

農家の個別保障制度です。国民の口に入らない 

農産物を作る農家の約半数を占めるレジャーファー

マーに血税を勝手に使って票集めするのは悪い事で



す。自民党もレジャーファーマーの表を集めたいの

で 

様々な垂れ流しをしていますが。個別保障制度は廃

止しました。しかし今度は立憲民主党が野党を団結

させて個別制度を餌として税金を票集めに使おうと

しています。 

 農家の半分以上が作物を売らなくなる２０３０年 

 

 

 

  多すぎる日本の農民数と一人あたりの耕地 

本国内に農産物が余っている理由は農民数でしょ

う。１位の米国から１０位のベルギーまでの所得水

準は中国を除いてほぼ同じです。 

しかし、農業従事者の国民当たりのパーセンテージ

は 



フランス ２．９％ 

オランダ ２．６％ 

ドイツ  １．６％ 

アメリカ １．６％ 

に対し日本は３．７％（農水省統計は３．３）とか

なり多いです。そしてその高い農業人口密度を狭い

耕地がより密集させています。 

各国の耕地面積 

中国   ５，１４５，５３０ 

アメリカ ４．０８７．０６５ 

オーストラリア ４，５４，７４０ｋｍ２ 

イギリス １７１，８２０ 

ドイツ   １６６．６４０ 

フランス  ２８８，３９０ 

日本     ４５．４９０ 



オランダ   １８，４１７ 

        各国の農業従事者数 

各国の人口を農業従事者数で割りました。 

 

 

一人あたりの耕地. 

 

 

 

 

 



 

 



しかし北朝鮮や

  

東アフリカの国々より日本の食料自給率が 

極端と言ってもいいほど低いのに栄養状態が 

それらの国と比べてとてもいいと言 

 耕作放棄地をなくして自給率を上げようの誤

り 



 原発事故によって広範囲の農地が一気に耕作

放棄地になりました。耕作放棄地は社会問題と

して学校でも取り上げられています。しかし私

が本書で申し上げたいのは、天災や人災に備え

て耕作放棄地を作らないようにすることではな

く、原子力発電などの生活のエネルギーと、食

物と言う人々の生存に関する二つのエネルギー

の相互関係やバランスです。それには生活エネ

と生存エネの事をもっともっと知っていただき

たいのです 

    

有る識者の独り言 

 

なぜ不幸は海外で起きるものと決めつけるのか？

東アジアの火薬庫を海峡から望み、台風の大通りで

阪神淡路や東日本の大震災と原発事故をついこの間

体験し、東海、南海の地震が迫っている火山列島



に、もう災害は二度と訪れないと決めつける人の神

経が理解できません。 

福島の原発事故の時に、多くの外国の人々に心と

物資でとてもとても助け 

られたことを忘れたのでしょうか？一国は万国のた

めに、万国は一国のために 

心と食べ物を分かち合うべきではないのでしょう

か？ 国際連合やＷＴＯは 

悲惨な経験をしたからこそ一国主義を棄てて世界中

が手をつなごうと発足して日本もその一員なのでは

ないでしょうか？ 

 

 

https://toukei-is.com/?p=21501&ie=0 

https://toukei-is.com/?p=21501&ie=0


https://www.globalnote.jp/post-3184.html 

農業製品もそうならなければ存続できません。

いいですかアメリカやオーストラリアの農地は

日本の農地の１００倍、１０００倍なのです

よ。その手始めとしてＥＵのワインについて少

し考えましょう。 

       第二次産業ワイン 

 

 

 

 

世界のワインの 

https://www.globalnote.jp/post-3184.html


 

２０１７年のワイン国別生産量は上記のとおりで

す。またブドウの生産国も下記にランクされていま

す。ブドウの産地として圧倒的な生産量を誇る中国

はワインに産地としては７位、白ぶどう酒で有名な

ドイツはブドウ産地としては１７位、ポルトワイン

で有名はポルトガルは２０位です。 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/senryaku_kaigi/pdf/2siryo1.pdf 

http://www.jpmac.or.jp/img/relation/pdf/pdf-p23-24.pdf 

http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_rep/annual/2014/pdf/iii_1.pdf 

この事はブドウが国境を超えて貿易され、違う国の 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/senryaku_kaigi/pdf/2siryo1.pdf
http://www.jpmac.or.jp/img/relation/pdf/pdf-p23-24.pdf
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_rep/annual/2014/pdf/iii_1.pdf


ワインとなっていることを表しています。１９８０

年代、私の貿易の手伝いをしてくれていた。世界一

位の物流を誇る船会社は、日本のワインメーカーに 

チリのワインを送り届けていました。日本もワイン

の製造を増やしていますが、ワインはイタリアと 

フランスを代表する農産品です。しかし両国とも 

一次産業のフルーツとしてのグレープや干しブドウ

を主に 

売っているのではありません。あくまで第二次産業

としてのワインが代表的な農産品なのです。 

日本の活路は農産品の二次産業化です。輸出を伸ば

そうと思ったら、加工貿易で二次産業品を製造して 

輸出するしかありません。 

 

農産品の二次産業、茶と酒 



八十八夜（今年は 5 月 2 日）も過ぎ、新茶が出回る

季節になってきた。そのお茶の輸出が絶好調だ。 

 

 東京税関がまとめたレポート『海外で日本の「緑

茶」が大人気！？』によると、2017 年の緑茶の輸出

量は 4642 トンで、前年比 13％増。金額は 144 億円

で前年比 24.3％増となった。1988 年の統計開始以

降、数量・金額とも過去最高を記録した。 

 

 2007 年は輸出量が 1625 トン、金額が 32 億円だ

ったから、10 年間で数量は 2.9 倍、金額は 4.5 倍に

膨れ上がった。緑茶の 144 億円はウイスキー（136

億円）やビール（128 億円）の輸出額を上回る。 

 



 どんな国に輸出しているのか。貿易統計では緑茶

は、「3 キログラム以下の直接包装品」と「3 キロ超

の業務用包装品」の 2 分類あるが、「3 キロ以下」

でみると輸出先は 64 カ国・地域に及んでいる（財務

省貿易統計）。 

 

 冒頭の数字は両分類を合わせた「緑茶」全体のも

のだ。国・地域別の輸出先トップ 5（シェア）は以

下の通り。 

 

【輸出数量】  

（1）アメリカ 30.3％  

（2）台湾 23.3％  

（3）シンガポール 7.4％ 

（4）ドイツ 7.4％ 



（5）香港 4.4％ 

 

【輸出金額】 

（1）アメリカ 41.1％ 

（2）台湾 9.5％ 

（3）ドイツ 9.3％ 

（4）香港 8.4％ 

（5）シンガポール 7.8％ 

 

 年別の推移をみると、1999 年以降ずっとアメリカ

が 1 位を維持している。昨年の輸出数量は 1400 ト

ンで、台湾よりも 300 トン多い。 

 



 アメリカ向け輸出が好調な背景について、東京税

関は「健康志向の高まりや日本食ブーム等の影響が

あるようだ」と分析している。 

 

 国・地域別の単価でみると、単価のトップは香港

で 1 キロ当たり 5881 円。2 位はアメリカで 4193

円。以下、ドイツ 3913 円、カナダ 3704 円、シンガ

ポール 3274 円と続き、輸出数量・金額で 2 位の台

湾は 1266 円と、かなり低くなっている。 

 

 これについて東京税関は、香港やアメリカは「緑

茶のなかでも比較的高価な抹茶の人気があるから」

とし、台湾については「飲食物等の原料としての輸

出が多いから」と分析している。緑茶は、抹茶など

を飲むだけでなく、抹茶ラテや抹茶アイスクリーム



などの原料としての需要も増えている。１７年緑茶輸

出、過去最高１４３億円 ３年連続４０００トン超 

（2018/1/31 07:55） 

スターバックスの抹茶ラテは中国産 

• 〔特集〕静岡茶産 

 

農産物は国際的に融通し合う事によって需給をむだ

のないように 

調整してきましたのです。貿易はエコロジックなの

です。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo10/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2010

/12/15/1299347 

 

ほとんど全部が 

http://www.nocs.cc/study/geo/grapes.htm 

https://www.nadaya.co.jp/archives/1658 

https://food-doctor.jp/?p=3181 

http://www.at-s.com/news/economy/shizuoka/tea/index.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo10/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2010/12/15/1299347
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo10/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2010/12/15/1299347
http://www.nocs.cc/study/geo/grapes.htm
https://www.nadaya.co.jp/archives/1658
https://food-doctor.jp/?p=3181


https://www.globalnote.jp/post-1046.html 

http://cavewine.net/contents/94 

 

 

 

 

▽８０億円の輸出支援  

 農水省は、２０１９年度に８０億円の予算を輸出促進のために注ぎ込む計

画だ。予算全体の締め付けが厳しい中、大盤振る舞いと言って良い。  

 問題は農産物輸出５０００億円の中で、どの程度が国内農家の販売や所得

と結びついているかだ。不思議なことに農水省は「そうした計算はしていな

い」（輸出促進課）と言う。安倍政権のアベノミクスで農産物輸出と農業所

得向上は２枚看板のはずだが、効果も分からず鉄砲だけを撃ちまくるように

見える。  

▽農業総産出額の１％  

https://www.globalnote.jp/post-1046.html
http://cavewine.net/contents/94


 複数の研究者に、農産物輸出額５０００億円の中で、どの程度が国内農家

の販売に直結しているのかを尋ねてみた。その返事は「多く見積もっても２

割の１０００億円」。９兆円余りの農業総産出額と比較すれば、輸出が農家

の販売に貢献するのはわずか１％だ。仮に２倍に増えても２％。誤差の範囲

とまでは言わないが、一国の首相が農政改革の柱に掲げるのは筋違いだろ

う。  

 最近、指定職級ポストで退官した農水省ＯＢの一人は「省内でも、余りに

誇張された輸出拡大の成果に違和感を抱いている人は多い」と打ち明ける。

何が何でも１兆円達成という指令が官邸から降ってくるため「表だって声を

あげられない状態」だという。  

 輸出拡大＝強い農業という安倍首相のスローガンは、あまりに的外れだ。  

しかし  「可能性の高い食品」というならこれは的外れではない・  

 

 

 

 



 

 

出典 Africa business partners  

カロリー偏重の危険 

食料と食糧の違い 

 

米離れの原因は食の西欧化でかたづけるな 

食事の西欧化というが、なぜ西欧化が起きたのかを

分析しなければならなりません。このことを考えな

いで発言している人ばかりです。これは耕作放棄地

の増加を論じるとき、耕作放棄地がなぜ増えてはな

らないかを論じない事と同じです。 

 米を買う人はまず価格を気にします。それからブ

ラント、それから産地です。ですから米を買わない

人は 



値段が高いからと思わなければなりません。ご飯は

高いからラーメンにしようとする人がいたらそれは

食の西欧風でしょうか？外食チェーンの大手十社の

内 https://www.fb-soken.com/image/ranking2017_uriage.jpg 

ゼンショ^―ホールディングと吉野家ホールディング 

は牛丼、スシローグローバルホールディングとくら 

コーポレーションは回転ずしです。株コロワイドも

しゃぶしゃぶや回転ずしを経営しています。そして

米を 

提供しない会社は日本マクドナルドと珈琲店の日レ

スホールディングの二社だけです。日本人は老いも

若きも米が好きです。しかし米が高いから皆節米を

しているのです。農業関係者が寿司のシャリの量や

どんぶりものを出す店の飯の量が減っているのに気

が付かないなんて怠慢の極みです。 

 

経済音痴の農業関係者たち 

https://www.fb-soken.com/image/ranking2017_uriage.jpg


コメの価格は高い方がいいと言う人たちは経済を知

らない人々か、あるいは知っていても米価が高い方

が 

都合の良い人たちです。しかし闇カルテルや独占的

な価格決定が反社会的な行為であり、やがてその社

会の一員である自分たちにも降りかかってくる災難

であることに気が付かないのでしょうか？ 

農水省や農家と言った農業関係者たちは奇妙な事に

農業生産の事だけを考えています。供給の事だけを

考えている経済音痴です。多分、太平洋戦争中に施

行された食糧管理法の呪縛から抜け出せずに、農産

物は全て国が買い上げるものだという社会主義的発

想にあるか、販売は農協に任せていればよいという

固定概念にとらわれているか、始めから売る気がな

い人々 

なのかのどれかだと思います。あるいはその全てを

一人で持ち合わせているのかも知れません。 



市場経済下で動いている日本の食料マーケットに置

いて、マーケット理論を無視している農政と 

農業関係者のほとんどはこの社会主義的な計画経済

のぬるま湯のなかで生きている事が理由です。 

 

       

 

 

       

 

 

 

。 

  



食糧管理法は昭和 17年 2月 21日に法律第 40号と

して東条内閣より発布されました。戦前からあった

米穀統制法・米穀配給統制法を基礎としたもので

す。米や麦など人の摂取するカロリーに大きく資す

る穀類を政府が管理する法律で、戦禍の中の厳しい

食料事情下において、国民が皆平等に穀類を食べら

れるよう政府が穀類を一元管理する目的だったので

す。戦争は全てを一元化します。いままで弱者のこ

の社会主義的な制度は富裕層と低所得層を平等に扱

い、消費者暴動を抑える機能を果たしました。穀類

は政府が今のＪＡの前身である、大日本農会から分離した

全国農事会が 1907 年、全国農事会は「帝国農会」と改名が実行し

ました。 

 

 

 

 

これは農業と地主の利益を守る中央農政機関で、1910 年に公認さ

れ、1943 年（昭和 18 年）まで続きました。 



 農業技術の指導、調査研究、農産物価格の統制、小作争議の抑

制、農民の福利厚生などに取り組んでおり、これが JA 全中の源流

と言えます。一方、JA 全農の源流は、1900 年に創設された「産業

組合」です。これが現在の協同組合の始まり。すでに【販売】【購

買】【信用】、そして、個人では持てない生産・生活施設の共同設

置＝【利用】の 4 業務が確立しています。 

 

 

 1942 年、食糧管理制度がスタートします。主食の米や麦などの

食糧価格を政府が管理する制度で、1995 年まで続きました。 

 戦時下、農産物の一元管理のため帝国農会を統合し、1943 年に

は「農業会」が誕生。 

 

 

生産者は自家保有量以外を公定価格で供出し政府が

決めた複雑怪奇は流通経路を幾つも経てやっと国民

の口に届くものでした。 

 



生産者―――第 一 次 集 荷 業 者―――― 

第 二 次 集 荷 業 者――― 全 国 集 荷 団 

体―――― 食 糧 庁―――― 卸 売 業 者 ―

――小 売 業 者 ――消費者 

第一次集荷業者、第二次集荷団体、全国集荷団

体とは全部農協の事です。地域農協―都道府県

の 

ＪＡ中央会、ＪＡ全中が段階的に手数料を貪っ

てから小売業者に、そこからやっと皆さんの口

に届くのです 

。 

戦後の食糧管理制度変遷[編集] 

 

大宮駅での闇米の取引現場（1953年） 

終戦直後は農業生産力が低下している上に悪天候も重なり、1945年（昭和 20年）11

月 1日には、餓死対策国民大会が日比谷公園で開かれるなど、食糧供給状況は深刻を

極めた。これに対処するため 1946年 2月 17日、幣原内閣は臨時に食糧緊急措置令

（緊急勅令）を制定し、強権的に供出と米価値上げを促したが、大多数の農民や組合の

反感を買い、効果はほとんど無かった。 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6&action=edit&section=3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AE%AE%E9%A7%85_(%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1945%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1945%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%A4%93%E6%AD%BB%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%A4%A7%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%AF%94%E8%B0%B7%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/1946%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1946%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8817%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8817%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%A3%E5%8E%9F%E5%86%85%E9%96%A3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E4%BB%A4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E4%BB%A4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E5%8B%85%E4%BB%A4


3月 3日には物価統制令が公布施行されたが、価格設定がインフレーションに合わせ非

常に高かったため、都市部住民の生活は窮乏を極め、5月 1日に復活メーデーが開か

れた後、5月 19日には飯米獲得人民大会が皇居前広場で開かれ、労働組合員や日本

共産党の党員を中心に約 25万人が抗議を行った（食糧メーデー）。翌 1947年 12月 30

日、初の食糧管理法改正により、対象となる食糧に馬鈴薯・甘藷・雑穀が加えられた。ま

た食糧営団に変わり食糧配給公団が設立され、復興金融金庫より運営資金を借り入れ

引き続き配給を行った。 

ガリオア資金の計上により輸入食糧の補給が始まり、その後 1948年 7月 20日に食糧

確保臨時措置法が公布施行された。農林大臣は都道府県知事の意見に基づき農業計

画で義務となる売渡数量を定め、これにより都道府県知事は市町村別の農業計画を定

め、その指示で市町村長が生産者別の農業計画を定め指示するという内容であり、議決

機関として政府に中央農業調整審議会、都道府県・市町村に農業調整委員会が設置さ

れた。 

翌 1949年 6月 25日には、三度目の食糧管理法改正により、食糧配給に関しても農林

大臣の配給計画のもとで進められることとなり、農林省の外局として食糧庁が設置され

た。これらの体系整備により、供出制度は根本的に変わり、食糧不足は緩和され、経済

安定九原則のもと、インフレーションも収束へ向かった。こうして 1950年 3月 31日、四

度目の食糧管理法改正で芋類は主要穀物の対象から外された。そして指定卸売業者や

指定小売業者を通じた販売体制になったため、食糧配給公団は 1951年に解散した。 

その 2年後の 1952年 5月 29日には、五度目の食糧管理法改正で雑穀が外され、麦

類は最低価格・最高価格の範囲内に価格を安定させる間接統制へと移行。一方で、米は

生産者米価と消費者米価の二重価格制を採用し、消費者となる都市労働者の賃金を勘

案して生産者米価を決定するようになったが、これが後の食管会計の赤字を引き起こす

こととなる。その後 1955年より、米は従来の割当供出制から予約売渡制（収穫前に売渡

予定数量を申し込み売渡後清算を行う）へと移行し、供出制度は廃止された。 

 

食糧事情の変化と制度の限界[編集] 

食糧管理費の増大 
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米価は米価審議会で決定されたが、1960 年には従来

の物価に連動したパリティ方式に基づいていたもの

から、高度経済成長に伴う都市と地方の所得格差に

配慮した所得補償方式に移行し、米価はインフレー

ションに応じて高騰するようになったため、農家は

米生産に関しては経済的リスクがなくなった。その

結果、他の農作物に優先して生産されたことで供給

過剰となり、日本国政府の在庫コストが増大した。

また、一方で売渡価格は都市生活者に配慮して買入

価格を下回ることとなったため、ここに逆ザヤが生

じて、1980 年代にはいわゆる食管赤字は 1 兆円にも

達し、日本国政府の財政赤字要因 3K（コメ、国鉄、

健保）の筆頭に上げられるようになった。 

1987 年には、生産者米価の引き下げが行われ、逆ザ

ヤは解消された（ただし、日本国政府の在庫管理コ

ストは依然残る）が、現在に至るまで負債（主に食

糧証券により、借り換えで賄う）の解消は遅々とし

て進んでいない。 
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米流通の硬直化 

一方で、消費者への流通は原則として在庫期間の長

いものから売り出されるとともに、品種にかかわら

ず混合されていたために味が悪く、消費者は多少高

くてもおいしい米を求めるようになり、最初は管理

米の枠外として縁故米や「ヤミ米」として流通す

る。日本国政府はこれを追認する形として、一定以

上の品質を確保した米だけを自主流通米として流通

させることを認めた。それでも政府管理の外におい

ての流通は拡大し、日本国政府も食管赤字の拡大を

避けるため、これらの流通を黙認した。 

その結果、食糧管理法廃止直前には、自主流通米は

政府管理米の 2.5 倍に達し、自由米は政府管理米の

30％を占める状況となっていた。 

食糧管理法廃止[編集] 

このように、食糧管理法による食糧管理制度は制度的限界を生じていたが、以下の 2つ

の事件が決定的な引き金となり、制度の根本的改革を求められるようになった。 
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生産者米価は、米の再生産が確保できるように定められて

おり、1951～59 年間はパリティ方 式で決定された。食糧

庁が卸売業者に売却する価格である消費者米価は、家計の

安定を図る ように定められた。 経済発展に伴う食料事情

の好転につれ、米をめぐる経済・社会事情も大きく変化し

てきた ため、食糧管理制度も現実の動きに合わせて修正さ

れ、運用も改善されてきた。主要な変化 としては、第一

に、1955 年の大豊作を背景に、米の供出は供出割当制か

ら事前売渡申込制へ と転換された。第二に、農工間の所得

格差の拡大を背景に、生産者米価の算定方式がそれま での

パリティ方式から生産費及び所得補償方式に変更された。

1955 年頃までは農家所得は都 市勤労者所得を上回ってい

たが、経済の高度成長につれ都市勤労者の所得が増加した

ため、 農家所得は都市勤労者所得を下回るようになった。

この農工間の所得格差の発生に対して農 業側から米価引上

げの要求が強まってきた。このような要求に応えて、生産

者米価算定方式 として生産費及び所得補償方式が 1960 

年に導入された。 この生産者米価算定方式の特徴は、米生



産に投入された家族労働時間を都市勤労者賃金で 評価する

ことにある。1960 年代には都市勤労者賃金が年々上昇し

たため、生産費及び所得補 償方式が採用されて以降、生産

者米価は急速に上昇した。60kg 当たり生産者米価は 1960 

年 の 4,162 円から 68 年の 8,269 円へと 8 年間に約倍

へと上昇した。（注 2）これに対し、消費者 米価は家計費

への影響に対する配慮から、数年のタイムラグをもって引

き上げられた。消費者へと配給する。加工・管理は食糧営

団が行う。これ以外の流通は一切認められず刑罰規定もあ

ったものの、実際は闇取引が行われていた。米穀需給調節

特別会計は食糧管理特別会計（食管会計）に発展し、管理

業務の経理を実施。 

 

 

戦後の食糧管理制度変遷[編集] 

 

大宮駅での闇米の取引現場（1953 年） 
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終戦直後は農業生産力が低下している上に悪天候も重なり、1945

年（昭和 20年）11月 1 日には、餓死対策国民大会が日比谷公園で

開かれるなど、食糧供給状況は深刻を極めた。これに対処するため

1946年 2 月 17日、幣原内閣は臨時に食糧緊急措置令（緊急勅令）

を制定し、強権的に供出と米価値上げを促したが、大多数の農民や

組合の反感を買い、効果はほとんど無かった。 

3 月 3 日には物価統制令が公布施行されたが、価格設定が

インフレーションに合わせ非常に高かったため、都市部住

民の生活は窮乏を極め、5 月 1 日に復活メーデーが開かれ

た後、5 月 19 日には飯米獲得人民大会が皇居前広場で開か

れ、労働組合員や日本共産党の党員を中心に約 25 万人が抗

議を行った（食糧メーデー）。翌 1947 年 12 月 30 日、初の

食糧管理法改正により、対象となる食糧に馬鈴薯・甘藷・

雑穀が加えられた。また食糧営団に変わり食糧配給公団が

設立され、復興金融金庫より運営資金を借り入れ引き続き

配給を行った。 

ガリオア資金の計上により輸入食糧の補給が始まり、その

後 1948 年 7 月 20 日に食糧確保臨時措置法が公布施行され
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た。農林大臣は都道府県知事の意見に基づき農業計画で義

務となる売渡数量を定め、これにより都道府県知事は市町

村別の農業計画を定め、その指示で市町村長が生産者別の

農業計画を定め指示するという内容であり、議決機関とし

て政府に中央農業調整審議会、都道府県・市町村に農業調

整委員会が設置された。 

翌 1949 年 6 月 25 日には、三度目の食糧管理法改正によ

り、食糧配給に関しても農林大臣の配給計画のもとで進め

られることとなり、農林省の外局として食糧庁が設置され

た。これらの体系整備により、供出制度は根本的に変わ

り、食糧不足は緩和され、経済安定九原則のもと、インフ

レーションも収束へ向かった。こうして 1950 年 3 月 31

日、四度目の食糧管理法改正で芋類は主要穀物の対象から

外された。そして指定卸売業者や指定小売業者を通じた販

売体制になったため、食糧配給公団は 1951 年に解散した。 

その 2年後の 1952年 5月 29日には、五度目の食糧管理法改正で雑穀が外され、麦類は

最低価格・最高価格の範囲内に価格を安定させる間接統制へと移行。一方で、米は生産者

米価と消費者米価の二重価格制を採用し、消費者となる都市労働者の賃金を勘案して生産

者米価を決定するようになったが、これが後の食管会計の赤字を引き起こすこととなる。その
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後 1955年より、米は従来の割当供出制から予約売渡制（収穫前に売渡予定数量を申し込

み売渡後清算を行う）へと移行し、供出制度は廃止された。 

 

 

 

 

なぜ農業委員会なのか 

 

農業委員会の前進、農地委員会は１９３８年に 

創設された。これは同じく１９３８年に制定さ

れ農地調整法上（農地の取得は行政庁の認可を

受けて地主と協議する、小作料の金納化、小作

契約の書面化、小作調停）とともに規定されて

いる 

当時の新制度である。 

この制度は１９２０年代に活発化した佐野文

夫、福本和夫らによる共産主義運動や山川均、

https://ja.wikipedia.org/wiki/1955%E5%B9%B4
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荒畑寒村らによる労農運動の機運を懐柔するね

らい 

があったためである。当時の農林省による民主

的かつ人道的な配慮とする説もあることも加筆

させていただく。 

１９３８年は国家総動員法が制定されて、戦時

統制経済が始動した年であり、軍の出動で多く

の社会主義活動家の農民が検挙され、働き手を

失った農村の中には著しく疲弊してしまった 

地域があるとも聞いている。この農地委員会が 

戦後の農業委員会となるわけであるが、農地委

員会は地元の有力者である大地主に対峙するよ

うな物とはなりえず、単に農民の不満のガス抜

き手段だという意見もある。条文を確定して農

地法に定めればよいものを各自話し合いなさい 

ということで政府が責任を回避しているととら

れても仕方がない。当時の委員の比率は大地主 



５、自作５、小作５であり、数の上からも力か

らも小作が意見を通すのは容易ではなかったと

推察できる。 

 

       

 

 

 

 

 

戦後の農地法 

戦後の農業委員会法は１９５１年

にＧＨＱの肝いりで創設されたという説が有力

だが、戦前の農水省の人道的かつ民主的な施策 

方針が、ＧＨＱという圧力に背中を押されて 



いっきに加速されたとする説もある。しかし 

結果として自国の大地主から二束三文の代償を

もって小作に土地を分配するなど、もしあの戦

前の軍部が考えても、そのような強硬策は 

不可能であったことは事実である。しかし 

農地委員会は農業委員会と名を変えて残った。 

戦後の農業委員会は大地主制復活を阻止し、 

自作農を擁護する使命を負っていた。農業委員

は公職選挙法を準用したの農業者によって選ば

れることになり、まさに農民の民主化がなされ

た。 

第二次農業改革でも地主、自作、小作の割合が 

２，３，５になったが、依然として合議制度で

ある。 

国家統制論 

 



戦前は国民の食料を確保する大切な土地である

から、農地の名義は個々の物でも、食糧確保の

ため 

国が厳しく管理する。食糧生産に係る農家は 

その役割を任されているので、規制と特権の 

両方を与えられている。戦前戦中に桑畑に 

なったのも絹製品の生産が、食糧確保より国家 

にとっては大切だと考えられたので、農地が 

桑畑になったのは当然の事である。 

 

      農地解放論 

 

長い間、小作人は大地主制度により封建的に 

支配されてきたのだから、農地は小作人に分け

与えられ、自由にさせるべきだという論であれ



ば、農地を農地法で縛っていること自体に矛盾

が生じる。 

 

 

      中間論 

 

 

人道的な見地から小作人は解放されたのだが、 

農地の使用に制限を加えなくては、国民の 

食生活が守られない。したがって、農地は 

解放したが、その土地は食糧の為のみに 

あるべきだ。 しかしこの論も農家の花栽培 

の自由を説明できない。 

 

 



では何故にそれぞれ矛盾をはらむ前述三通りの 

考え方が生まれたのか。それは農地法の生まれ

た背景を考えてみる必要があるとおもう。 

農業委員会の前進、農地委員会は１９３８年に 

創設された。これは同じく１９３８年に制定さ

れ農地調整法上（農地の取得は行政庁の認可を

受けて地主と協議する、小作料の金納化、小作

契約の書面化、小作調停）とともに規定されて

いる 

当時の新制度である。 

この制度は１９２０年代に活発化した佐野文
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戦後の農地法 

戦後の農業委員会法は１９５１年

にＧＨＱの肝いりで創設されたという説が有力

だが、戦前の農水省の人道的かつ民主的な施策 

方針が、ＧＨＱという圧力に背中を押されて 

いっきに加速されたとする説もある。しかし 

結果として自国の大地主から二束三文の代償を

もって小作に土地を分配するなど、もしあの戦

前の軍部が考えても、そのような強硬策は 

不可能であったことは事実である。しかし 



農地委員会は農業委員会と名を変えて残った。 

戦後の農業委員会は大地主制復活を阻止し、 

自作農を擁護する使命を負っていた。農業委員

は公職選挙法を準用したの農業者によって選ば

れることになり、まさに農民の民主化がなされ

た。 

第二次農業改革でも地主、自作、小作の割合が 

２，３，５になったが、依然として合議制度で

ある。 

 

食糧管理法 

そこで農業関係と農水省をぬるま湯のゆでガエルに

した食糧管理法を考えてみましょう。 

まず食料管理法ではなくて、食糧管理法であること 

注目してください。食料とは食べ物一般をさすもの

ですが、食糧は穀物で主に米や麦類をさします。 



戦後しばらくしても食管法は続きました。行政は

時代の変化から大きく遅れるものです。永田町の我

が家にも「千葉のおばさん」と呼ばれる逞しい農家

の主婦が何十キロもある、背負子に入れた農作物を

売りに来ていました。農作物の内、食料を売る事は

問題なかったのですが、自家消費と偽った食糧であ

る米の販売は 

法律違反でした。これは「ヤミ米」と呼ばれていま

した。価格は配給米の１０倍以上の価格でした。し

かし 

議事堂下に暮らしていた官僚たちの主婦はこぞって

そのヤミ米を買いました。それは国家公務員の家庭 

が裕福であったからではなく、当時は民間より安給

料で暮していた官僚の家庭でも食糧が不足していた

からです。今も社会主義の国々統制経済下にあるの

ですが、食管法違反のような違反は日常茶飯事だと



聞いています。国民を締め付けようとしてもその綻

びは官僚をも慢性的な違反者にしてしまうのです。 

もしかすると我々が思っている以上に農政の腐敗は

進んでいるのかもしれません。 

 

農業委員会 

学籍番号：54160302 

daniel-ysd@akane.waseda.jp 

 

農地法とその将来 

始めに 

本来は SVHの実証実験を発表する予定だったが、関谷先生の御示唆があり、農地

法とそのバックグランドを説明することにしました。 

目次 

１．日本の農地の歴史。明治維新から太平洋戦争終戦に至る戦前の資本主義 

２．大きく発展した蠢動を始めた社会主義 

３．農地委員会 

４．GHQによって命じられた農地法  

５．農地法とは 

６．食糧の歴史的ターニングポイント 
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７．食糧供給過多の時代 増える輸入、増える耕作放棄地 

８．日経新聞の記事 

９．農地法と農業委員会は地方創生の足かせになった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．日本の農地の歴史。明治維新から太平洋戦争終戦に至る戦前の資本主義 

農地法が出来るまで 

 

 検地から始まり封建時代を生きた制限された法地 

 日本における農地の区分化は豊臣秀吉の検地から始まった。続く徳川幕府は士農工商の

封建身分制度を確立させたから、農地は農地として守られ規制された。しかし時が明治時代



に移ると、西欧の資本主義が導入され、農業もその例外ではなかった。資本主義は貧富の差

を増大させた。農業技術の未発達は毎年の作柄を安定させず、小規模な農家は経済的に追

い込まれ借金がかさむことが多かった。大規模農家はスケールメリットにより効率的農業をし

ていたので、金銭にゆとりがあり、質屋や金融業を営んでいる農家も少なくなかった。大農家

は小農家の土地を買収したり、質流れとなった農地を接収したりしてどんどん大きくなり、や

がて資本家として育っていった。 

 食料を一番必要としたのは軍である。大規模農家は軍に食糧を納めることでさらに資本を

蓄え、その資本を様々な産業に投資したので、それは明治の富国強兵政策を担う原動力とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ２．大きく発展した資本主義 明治から終戦まで 蠢動を始めた社会主義 

 

 一方、富国強兵路線を着々と進める大

日本帝国の光の影にいた小作農たちの生

活は苦しく、不満は年々増大していった。 

 その頃、1917年のロシア革命とその思

想の波は日本にも上陸し、当時の知識人

たちには社会主義運動家となる者も少なく

なく、荒畑寒村、福本和夫、佐野文夫たち

が革命後のソビエト連邦共和国から支援

をうけ、農民運動を展開しだした。社会主

義思想は農民達を先導し、各地で暴動が

起きた。暴動の規模が大きく、警察では対

処できなかったので、陸軍が出動してそれ

らをことごとく制圧した。そのとき農家の働

き手が数多く逮捕されたので、農作業に支障が出て、多くの食糧を必要とする軍の台所に影

響が出てしまった。それ以降軍はもっぱら農民 を

先導する社会主義の弾圧に力を入れ、食糧生 産

に寄与する農民を懐柔する作戦に出た。1938年には国家総動員法が施行され、日本は完全

に軍国体制に入った。 

画像 1 「生きることにも心せき」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．農 地委員会 

 

 政府 は農地の事は

農家同 士が協議する

ように仕 向け、ここに農

地委員 会という名前の

自治組 織が出来た。

小作農 の権利を一部

認めた 農地委員会は

1938年 に農地調整法



とほぼ同時期に制定された。これにより行政庁の認可を受ければ地主と交渉することができ

るようになり、小作の金納化、小作契約の書面化もなされるようｊになった。また農地委員会の

委員は地主２、自作農３、自作農５の比率で構成されることになった。しかし、大地主と自作

農をあわせると半分の比率となり、小作農は議決権を持てず、さらに身分の強弱は歴然とし

ていたので、小作農の地位が直ちに向上したことしたことにはならなかった。日本はシナ事変

と呼ばれる日中戦争を引き起こし、それはアメリカと衝突する太平洋戦争に向かっていった。

大地主の子弟は軍の士官となり、小作農の若者は数多く兵にとられた。食糧を必要とする軍

は自ら起した戦いで食糧の調達に苦労することとなった。 

 

４．GHQによって命じられた農地法  

 

 戦局は悪化し、やがて敗戦を迎える。終戦後はアメリカ合衆国の GHQが占領軍として、日

本の政治に関与することになった。GHQは戦争の原因が大地主と大資本による資本主義に

あるとし、農地改革と財閥解体を実行した。戦前に結成されたが、その力を十分に発揮できな

かった農地委員会は農業委員会と名前を変えてより権限を強化された。農業委員会の活動

を支える農地法も制定されることになった。 

 

資料：広島県ホームページ 解説１ 農地法とは 

 

６．食糧の歴史的ターニングポイント 



 

 第二次世界大戦後、すでに世界は凄まじい農業技術の進歩で食糧の過剰現象を起こし始

めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 1 Mitchell「上昇し続けた単収とその●の角」 

農林水産省発表に

よるトン数 
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グラフ 3 農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」、「農林業センサス」より 

「増える放棄地」 

 



 

グラフ 4 農林水産省「農地の見通しと確保」より 

「減る農地と行き詰る農地法」  

農水省は平成 37 年から 38 年まで農地が今までは 37

万ヘクタール。いろいろな施策を施しても 12 万ヘク

タール減少してしまうと言っている。 

つまりこのままでは後 10 年で 210 万ヘクタール、手

を施しても 70万ヘクタールの農地がなくなるのだ。 

12 万ヘクタール 

H44 



この予測を平成 50 年まで延ばすと耕作放棄地は色々

な手を講じても今より 20 万ヘクタール増えてしま

う。耕作放棄地で農業を考えることは不可能であ

る。発する耕作放棄地は非農化の道しかない。 

 このグラフは農地の減少を説明するものだが、水

田の減少と同じように、畑も減少している。米も野

菜も需要がないから作られない。用のない農地は農

業以外に利用されるべき。 

 

 

 



 

 

 

食糧管理法は昭和 17 年 2 月 21 日に法律第 40 号と

して東条内閣より発布されました。戦前からあった

米穀統制法・米穀配給統制法を基礎としたもので

す。米や麦など人の摂取するカロリーに大きく資す

る穀類を政府が管理する法律で、戦禍の中の厳しい

食料事情下において、国民が皆平等に穀類を食べら

れるよう政府が穀類を一元管理する目的だったので

す。戦争は全てを一元化します。いままで弱者のこ

の社会主義的な制度は富裕層と低所得層を平等に扱

い、消費者暴動を抑える機能を果たしました。穀類

は政府が今のＪＡの前身である、大日本農会から分

離した、全国農事会が 1907年、全国農事会は「帝国

農会」と改名が実行しました。 

 



 

 

 

 

 

 

。食料自給率の高い東アフリカ 

私が多少関係している。東アフリカ五カ国の事を申

しあげましょう。エチオピア、ケニア、ウガンダ、

タンザニアです５カ国ともほぼ自給率は７０％を超

えています。 

 

国民一人一日当たりに供給される国産熱量 

―――――――――――――――      ＝７０% 

国民一人一日当たりの消費熱量 

 



では WHO が宣伝する痩せこけた母親に抱か

れた死にそうな子供の写真は人口が爆発的に増

えているアフリカに飢餓があることを物語って

いるのではないか、と言う声が聞こえてきそう

なので、先回りして答えますが、例の写真は戦

場の写真です。私たちが支援している南スーダ

ンには確かに難民が多く、栄養状態がとても悪

いです。しかし陸続きのウガンダでは確かに肥

満体の人は少ないですが、それなりに栄養は足

りて人口は増えています。 

 

キャッサバのカロリーは１キログラム３４６０Ｋｃａ

ｌ、米のカロリーは１キログラムＧ   ３５６０Ｋｃａ

ｌ 

でほぼ同じです。これは人間が生きてゆくだけの基礎代謝

カロリーの二日分です。つまりキャッサバや米が一キロあ

れば人々は生きられるのです。しかし価格はどうでしょ



う。米粉の価格が約１２００円なのに対してキャッサバ粉

は５０円です。まさに６０倍です。 

もちろんタンザニアからの輸入ですか運賃と ０７１４．

１０－２９０ ９％ 無税 特別特恵 １１０６．２０－

１９０１ １５％ 特別特恵無税 ＣＩＦ価格つまり運賃

と保険料 荷役料を入れても５０倍となります。 

タンザニアでは１日２５円で生きられるのに日本で米を食

べて暮そうとすると日本では１日６００円かかります。一

か月間で１万８０００円かかります。昔「貧乏人は麦を喰

え」と言った総理大臣がいましたが、麦にする１日３０円

くらいかかると思います。トウモロコシならもっと安く４

５円くらいでしょう。日本で麦やトウモロコシで生きて行

くと約２０円と３０円位かかります。月にすると１３５０

円から１８００円で生きて行けます。キャッサバの１５０

０円とほぼ同じです。これは穀物価格が世界共通なことを

示しています。 



コンビニの自給が１１００位です。働けば余計にカロリー

がいるといっても、一か月に 

二時間も働けば生きてゆくことだけならできるのです。し

かし米を食べれば２日くらい 

働かなくてはならないでしょう。このように思っていたよ

り食料は安いとお分かりになれたと思います。事実穀類の

価格は安いのです。安い理由は農業の技術革新につきま

す。 

技術革新はあのマルサスの人口論を過去の物としてしまい

ました。 

 

ではその五カ国が自給率３８％の日本と比べて食料事情が

いいかといえば決してそうではないことは誰でも知ってい

ます。反対に他のアフリカ諸国とは異質な国である経済的

に豊かな南アフリカの自給率は極端に低い事が分かりま

す。 



ではＷＨＯやＵＮＩＣＥＦが訴えるあの痩せた母親と子供

の可哀そうな写真の国も食料自給率か高いのかとの反論も

聞こえてきそうなので敢て申し上げます。あれらの写真は

戦場の写真です。かつては自給自足で自給して来た地域も

戦争になれば事情は一変します。戦禍で畑が荒らされるこ

ともありますが、一番の被害はロジスティックです。食料

が流通しなくなるのです。写真のあの母子も弾丸が飛び交

う現場で撮影されたのではありません。遠く離れた病院や

難民キャンプに逃れて来たのです。 

私の関係する西北ウガンダ アルア県の難民キャンプに

は南スーダンから逃れて来た難民が大勢暮しています。難

民とは暮していた地域からあるいは国を追われたか逃れて

他の地域は国へたどり着いた人々です。戦禍の及ばないと

ことに逃げて来たのですから、襲撃される恐怖より、食料

が届かない問題が深刻なのです。我々は アルアのキャン

プでニワトリをかい、穀物を育てるプロジェクトを始まま

した。つまり自給率１００％の暮らしです。アフリカの自

給率が高いのは食料流通に問題があるからです。 



 国連世界食糧計画（ＷＦＰ）が推奨する成人一人当たり

の 

摂取カロリーは２１００キロカロリーです。日本人の摂取

カロリーよりかなり高く設定してあります。それは先進国

の都市型労働者とくらべ発展途上国の肉体労働者が圧倒的

に多いからです。世界の農業生産を人口で割ると、一人あ

たりに回ってくるカロリーはそれより多いのです。世界的

に食料は余っています。しかし南スーダンから北ウガンダ

へ逃れて来た難民のように食料が足らない人はたくさんい

ます、その理由は食料の流通の問題なのです。ＦＡＯは流

通インフラの問題は戦争や災害によるところが多いと報告

しています。 



 

 

アフリカでは５人に１人が栄養不足です。カロリーが足り

ていても栄養不足です。つまり地産地消の農業では地域の 

産物に偏りが出て、栄養失調の傾向が高くなります。 

東アフリカでは石油が殆ど採れません。ウガンダの隣国ス

ーダンと南スーダンの石油採掘量を合計すると 9,585,000 ト

ンの石油生産があり世界で３６番目の産油国となります。 

 

余る食料と栄養不足の人々 



世界の人口 72億人を養うだけの生存エネルギー（食

料）は地球上に存在します。しかし７億２千万人の

栄養が失調しています。 

なぜそのような事が起きるのでしょう。その原因は

流通にあります。その流通に欠かせない物が生活エ

ネルギー（燃料）です。燃料は重機を動かして道路

や鉄道を造ります。そのインフラストラクチャーの

上を生存エネルギーを積んだトラックや列車が走り

ます。その 

生活インフラがまだまだ行き渡っていないのです。 

        地産地消 

我々の祖先が何百万年前に生活エネである火と出合

った時が文明の始まりで、人が人となった時でし

た。 

そしてその時代は全てが地産地消でした。ジャング

ルからサバンナに降りが人間は移動を手に頼らず、

二足で歩行しましたから、自然発火した火を火山や



草原から持ち帰ることも出来ました。火は人々に調

理の便利さを教え、今まで食べられなかった物をも

生存エネルギーに換えました。やがて人々は草原や

森を焼いて畑にする焼畑農業を知り、農業が発展し

始めました。しかしその頃の生活は家族や小さな集

団の地産地消文化でした。しかし火は人々に金属を

造ることを教えるとその金属は様々な農機具を産み

だし、作物はその収量を増しました。金属、特に鉄

は武器にもなりましたが、建築土木の道具に発展

し、道路を造り、近隣の 

集落との交流が始まりました。時には武器をつかっ

た 

争いも起きたでしょう。鉄は車を造り、道路を移動

し 

流通を造りだしました。生存エネルギーが生活エネ

ルギーによって運搬され、食べ物の交換が始まりま

した。 



それによって食料になる動物が多い地方と、植物が

豊かな地域が互いの欠点を補い、偏食が解消してい

ったのです。しかし残念な事に、生存エネルギーの

充実より、生活エネルギーの展開の方が遅れてやっ

て来るものなのです。この地球上に大動脈のような

大きな流通路は出来ていますが、毛細血管のような

細かい通路は 

まだまだ必要なのかもしれません。道路網の整備と

生存エネを載せた生活エネが流通すればこの世から

飢餓がなくなります。 

世界中には４億３０００人ほどの飢餓人口があると 

ＦＡＯは指摘しますが、その内にはカロリーは足り

ている人々も入っています。カロリーは足りている

のに他の栄養素が足りなくて不健康な状態にいる

人々も多いのです。昔、江戸には江戸病という脚気

を患う人が多くいたと言います。世界では様々な種

類の栄養失調があり、その原因は白米にありまし



た。白米はとても高カロリーでおいしい食べ物で

す。江戸の人々はコメを精米してビタミン類を取り

除き、高カロリーの糖質だけを好みました。その結

果として脚気が蔓延し 

それは江戸病と呼ばれました。体に必要な様々な要

素を持った玄米からその養分を捨ててカロリーだけ

を偏重した偏食の結果です。 



 

 

ア

フリカの食料事情 

 



 

出典 Africa business partners  

カロリー偏重の危険 

食料自給率の高い東アフリカ 

私が多少関係している。東アフリカ五カ国の事を申

しあげましょう。エチオピア、ケニア、ウガンダ、

タンザニアです５カ国ともほぼ自給率は７０％を超

えています。 

 

国民一人一日当たりに供給される国産熱量 



―――――――――――――――      ＝７０% 

国民一人一日当たりの消費熱量 

ではその五カ国が自給率３８％の日本と比べて食料事情が

いいかといえば決してそうではないことは誰でも知ってい

ます。反対に他のアフリカ諸国とは異質な国である経済的

に豊かな南アフリカの自給率は極端に低い事が分かりま

す。 

ではＷＨＯやＵＮＩＣＥＦが訴えるあの痩せた母親と子供

の可哀そうな写真の国も食料自給率か高いのかとの反論も 

聞こえてきそうなので敢て申し上げます。あれらの写真は 

戦場の写真です。かつては自給自足で自給して来た地域も 

戦争になれば事情は一変します。戦禍で畑が荒らされるこ

ともありますが、一番の被害はロジスティックです。食料

が流通しなくなるのです。写真のあの母子も弾丸が飛び交

う現場で撮影されたのではありません。遠く離れた病院や

難民キャンプに逃れて来たのです。 



私の関係する西北ウガンダ アルア県の難民キャンプには

南スーダンから逃れて来た難民が大勢暮しています。 

難民とは暮していた地域からあるいは国を追われたか逃れ

て他の地域は国へたどり着いた人々です。戦禍の及ばない

とことに逃げて来たのですから、襲撃される恐怖より、食

料が届かない問題が深刻なのです。我々は アルアのキャ

ンプ 

でニワトリをかい、穀物を育てるプロジェクトを始ままし

た。つまり自給率１００％の暮らしです。アフリカの自給

率が高いのは食料流通に問題があるからです。 

  

アフリカでは５人に１人が栄養不足です。カロリーが足り

ていても栄養不足です。つまり地産地消の農業では地域の 

産物に偏りが出て、栄養失調の傾向が高くなります。 

東アフリカでは石油が殆ど採れません。ウガンダの隣国ス

ーダンと南スーダンの石油採掘量を合計すると 9,585,000 ト

ンの石油生産があり世界で３６番目の産油国となります。 



余る食料と栄養不足の人々 

世界の人口 72億人を養うだけの生存エネルギー（食

料）は地球上に存在します。しかし７億２千万人の

栄養が失調しています。 

なぜそのような事が起きるのでしょう。その原因は

流通にあります。その流通に欠かせない物が生活エ

ネルギー（燃料）です。燃料は重機を動かして道路

や鉄道を造ります。そのインフラストラクチャーの

上を生存エネルギーを積んだトラックや列車が走り

ます。その生活インフラがまだまだ行き渡っていな

いのです。 

        地産地消 

我々の祖先が何百万年前に生活エネである火と出合

った時が文明の始まりで、人が人となった時でし

た。 

そしてその時代は全てが地産地消でした。ジャング

ルからサバンナに降りが人間は移動を手に頼らず、



二足で歩行しましたから、自然発火した火を火山や

草原から持ち帰ることも出来ました。火は人々に調

理の便利さを教え、今まで食べられなかった物をも

生存エネルギーに換えました。やがて人々は草原や

森を焼いて畑にする焼畑農業を知り、農業が発展し

始めました。しかしその頃の生活は家族や小さな集

団の地産地消文化でした。しかし火は人々に金属を

造ることを教えるとその金属は様々な農機具を産み

だし、作物はその収量を増しました。金属、特に鉄

は武器にもなりましたが、建築土木の道具に発展

し、道路を造り、近隣の 

集落との交流が始まりました。時には武器をつかっ

た 

争いも起きたでしょう。鉄は車を造り、道路を移動

し 



流通を造りだしました。生存エネルギーが生活エネ

ルギーによって運搬され、食べ物の交換が始まりま

した。 

それによって食料になる動物が多い地方と、植物が

豊かな地域が互いの欠点を補い、偏食が解消してい

ったのです。しかし残念な事に、生存エネルギーの

充実より、生活エネルギーの展開の方が遅れてやっ

て来るものなのです。この地球上に大動脈のような

大きな流通路は出来ていますが、毛細血管のような

細かい通路は 

まだまだ必要なのかもしれません。道路網の整備と 

生存エネを載せた生活エネが流通すればこの世から 

飢餓がなくなります。 

世界中には４億３０００人ほどの飢餓人口があると 

AFO は指摘しますが、その内にはカロリーは足りて

いる人々も入っています。カロリーは足りているの



に他の栄養素が足りなくて不健康な状態にいる人々

も多いのです。 

 



アフリカの飢餓 

アフリカでは人口が増えています。アフリカに

は食料があるのです。では WHO が宣伝する痩

せこけた母親と死にそうな子供の写真はアフリ

カを物語っているのではないかという声も上が

ります。しかし例の写真は戦場の写真なので

す。戦争は農場を破壊します。食料安全保障は

食料の自給だけではどうしよもないことがわか

ります。カールボッシュの素晴らしい開発も戦

争では毒ガス製造に転用されてしまいました。

我々の支援している南スーダンも国境を接する

東北ウガンダもナイルの豊富な水と肥沃な土地

に恵まれています。しかし戦争による農業イノ

ベーションの阻止は依然としてマルサスの人口

論を実証してしまっています。 



 

 

 

 

アフリカでは人口が増えています。アフリカに

は食料があるのです。では WHO が宣伝する痩

せこけた母親と死にそうな子供の写真はアフリ

カを物語っているのではないかという声も上が

ります。しかし例の写真は戦場の写真なので

す。戦争は農場を破壊します。食料安全保障は

食料の自給だけではどうしよもないことがわか



ります。カールボッシュの素晴らしい開発も戦

争では毒ガス製造に転用されてしまいました。

我々の支援している南スーダンも国境を接する

東北ウガンダもナイルの豊富な水と肥沃な土地

に恵まれています。しかし戦争による農業イノ

ベーションの阻止は依然としてマルサスの人口

論を実証してしまっています。 

 

         

 

 

表１  



                                            

表２ 

 

表１はサハラ以南の国々の食料自給率を示した

棒グラフで 表２はどこで働く農民の 

付加価値を示しています。付加価値とは売り上

げから原価を引いたものです。南アフリカは 

白人経済圏なので特殊とみるべきですが、南ア

以外の国々が日本の食料自給率を上回ってます。

しかしその収入は日本とは５０倍以上の差がつい

ています。これからも食料自給率と豊かさは関係

がないことを示しています。 

植民地で 

出典 Africa business partners  

お

わりに 



 

 

 

断食と油断  

       

「ペトロ クシャ」石油無くなった。ワイナイナが

暗闇の土砂降りの運転席から首を出して、車の四角

い尻の後ろを押している私に言った。「ガニ？」な

んだって？恐れていた事が現実になった。「油切

れ。油断だ」 

 雨季にはまだ少し早いと言うワイナイナの言葉を

鵜呑みにして、予備のガソリンタンクも積まず、し

かもこの三菱デリカは四駆ではない。 

 マサイマラのロッジを鳥の声を聴きながら昼過ぎ

に出たときの空は青く爽やかに晴れていた。それが



つづら折りの赤茶けた道を下りて平地を走る頃、遠

くの前方に白い大きな雲が現れた。それがサバンナ

にくねる幾筋かの道の一つを移動中のウィルドビー

ストの群れをよけながら走る頃になると、遥か前方

に広い雲が出現し、それがだんだん湧き上がり、底

辺が横に広がり出すと雲の底辺が黒ずみ始め、やが

て小さな稲妻を発し始めた。 

 「ハタリサナ」危ないな、と言っているうちにそ

の雲は全体を黒ずませ、より大きな紫色の稲妻を放

ち始めた。辺りは薄暗くなって、白いスクリーンが

横に広がり、インパラたちを押しのけてこちらに向

かってきた。引き返そうかとも思ったが、荒れた細

い道をＵターンする気にもならずにそのまま走り続

けた、 

道が湿って来たと思っているとやがてぬかり出し、

道の所々で水が走り出した。時計は正午を指してい

た。 



私はロッジが持たせてくれたフライドエッグサンド

イッチを助手席の足元から取り出して、運転中のワ

イナイナに渡しながら自分も齧った。二人とも前方

を向いたままビンからソーダも飲んだ。後ろの車が

少し空回り 

したがすぐに立ち直った。前方を象の群れが横切っ

たので車を止めた。像がブッシュに入ったので、車

を出した。車は後方に泥を跳ね飛ばしながらもゆる

ゆると走り出した。そして時々よたるようになっ

た。マニュアルのシフトレバーはセカンドに入った

ままだ。ガソリンが心配になった。晴れていればナ

クルまでは４時間もあれば到着するが、壊れたガソ

リンインディゲータ―はゼロを指すままだ。初めて

のスタックが起きた。車は斜めにスライトして止ま

ってしまった。 

私は降りしきる雨の中を車から降りてバンの尻を

後ろから押した。車は激しく私に泥を跳ね飛ばせな



がらぬかるみを出た。汚れた腕時計を拭うと時刻は

５時だった。そして二回目のスタックが起きた。そ

こは運よくマサイ部落の傍だった。私は小便をして

からマサイの泥の家に向って助けを頼んだ。マサイ

が何人か来てくれて車を押してくれた。。私はお礼

に着替えに持って来た私とワイナイナのＴ－シャツ

を彼らに渡した。車がよろよろと走り出す頃には辺

りはとっぷりと暗くなっていた。もう一つあったサ

ンドウィッチを走りながら食べた。食事はサンドウ

ィッチがもう一食分とビールや干し肉もフンダンに

あった。三回目のスタックが起きた。私が押してワ

イナイナが車をふかした。出ない。持って来たシャ

ベルで後輪の前後を掘って車を前後に揺らせた。私

は彼にシフトレバーをセカンドに入れてだましだま

しアクセレーターを踏めとアドバイスした。すると

エンジンが止まってしまった。「ガソリン切れだ

あ」と悲痛な声を上げて顔を運転席から出して後方

の私を見ている 



私が彼の方に向かうとセルモーターの嗚咽が大き

くなった。「ゴジャ、ゴジャ」私は待て待てと彼を

制した。バッテリーも上がってしまう。 

このサバンナの夜にライトもなくスタックしたまま

の車がどうなるか考えると恐ろしくなった。ここら

辺りにはマサイもいない。朝になったも昼間になっ

ても雨季のサバンナに車は殆ど来ない。遠くの車に

叫び声が聞こえるはずもなく、窮状を訴えるすべは

ないのだ。食べ物はあるから我々はしばらく生存で

きる。しかし石油や電気がなければ生活ができない

のだ。「油断した」のだ。とにかくバッテリーを休

ませることだ。朝になるまでバッテリーを休ませて

セルモーターが回ってエンジンがかかったら私が運

転しよう。 

そういえばマサイの食料自給率は１００％だ。火を

おこしたり生活に必要な物の自給率も１００％だ。

つまり１００％自給自足だ。人が生存するのに必要



な食料、「生存エネルギー」も「生活エネルギー」

も１００％自給だ。しかし自足か？日々感謝して生

きている彼らにとっては自足なのだろうが、彼らは

一様に痩せている。我々側から見ると栄養不足に見

える。しかし「生存エネルギー」自給率は１００％

だ。では焚火の燃料などの「生活エネルギー」は？ 

この雨で薪や牛糞は良く燃えないので彼らは不自由

していると思うが、街から石油を買って来るのでは

ないから「生活エネルギー」自給率も１００％だ。

一方、燃料切れの恐れのある車に手を焼いている持

つ我々は自給も自足も出来ていないから０％だ。 

そもそも東アフリカのケニアには油田がない。石

油だけを考えたらケニアの「生活エネルギー」自給

率は０％だ。しかしマサイ部落の自給率は１００％

なのだ。 

雨は小やみになってきた。我々は車に入っって獣

のうなり声を聞きながら眠むることにした。 



少し眠ると明け方になっていた。ワイナイナは助手

席で顰め面をしながら寝ている。私は車を降りて車

の後ろに回ってみた。そして排気口が泥で詰まって

いるのを見つけた。落ちている小枝を拾って排気口

から泥を掻きだした。 

運転席に戻ってセルを回した。休んでいたセルが再

び嗚咽するような声を絞りだした。アクセレーター

を踏み込んむと、ポンという小さな破裂音だしてエ

ンジン掛かった。排気管が詰まっていただけだっ

た。彼も目を覚ましてエンジンが回っている音を聞

くと「ムズリサナ、ベリーグッド」と歓喜の声を上

げた。今度は彼が車を押して私が運転をすることに

した。私はシフトレバーをセカンドに入れて車を騙

しだまし発進させた。ケニア式の自棄になったよう

にエンジンをふかすやり方ではなく車を発進させ

た。ワイナイナを隣に座らせシフトをセカンドに入

れたままで走った。しかしガソリンは殆どないはず

だ。雨は止んでいた。そして道は太く平らになり、



やがて赤土のハイウェイに入る事ができた。レバー

をトップに入れて少し走るとアジプ石油のガスステ

ーションが見えた。助かった。ガソリンタンクを満

たせて車はナイロビに入った。ガソリンは６０リッ

ター位入った。殆ど空だったのだ。燃料を得て車は

走り、運転しながら考えてみた。人間にとって食べ

物は勿論重要だ。生存するのエネルギー「生存エネ

ルギー」がなければ生きられない。車中で食べたサ

ンドイッチは有難かった。しかしいや現代人はそれ

だけでは生きられない。生活するためのエネルギー

「生活エネルギー」が必要だ。サバンナの真ん中で

ガソリンが切れたら？我々はいつか来るだろうレン

ジャーに何を求めるのだろうか？水といくらかの食

べ物だろうか？水ならこの雨の中いくらでもある。

マサイだってミルクや牛の血くらいくれるだろう。

しかし我々が一番待っているものは「生活エネルギ

ー」であるガソリンではないだろうか？ぬかるみか

ら抜けられて次のガスステーションまでガスがもっ



てくれればそこで熱くて甘いミルクコーヒーでリフ

レッシュして、次の街ではすスクランブルエッグの

ブレックファストだ。つまり「生存エネ」である食

物と「生活エネ」の燃料は生きるための両輪である

どころか現代は存エネ」さえあれば「活エネ」が手

に入るのではないだろうか？ 東京やナイロビどこ

ろか現代人にとってはサバンナの真ん中でさえ「活

エネ」は「存エネ」に優先するのだ。我々どころか

マサイだってこの雨の中、泥の中の家に薪がなけれ

ば命に係わるだろう。そんなことを考えながら朝食

を有難くいただいて、やがてナイロビのセレナホテ

ルにたどり着いて熱いバスに浸かってから枯れ木の

ように眠った。 

ドクターリキー人は火を手に入れて人になった 

`次の日の朝はゴンゴヒルに向った。マサイマラに

行く前、ドクターリキーをナイロビハーリンガムの

自宅に訪ねたが、留守だった。裸足で出てきた使用



人に居場所を尋ねたが、分からなかった。彼が嘘を

ついているとは使用人にも居場所を伝えてないのだ

ろう。最近の彼の立場はとても危ういものになって

いる。モイ大統領より国際的にポピュラーな彼は、

ポピュラー故にその頃大統領の不興を買っていたの

で、突然の拘束を恐れていたらしい、 

マサイマラから脱出できたら彼をゴンゴヒルの別

荘に訪ねてみたいと思っていた。いる確率はあまり

ないが、とりあえずナイロビから車で一時間ほど走

ってからくねりくねって丘に上がる昼頃は雨が小や

みになっていた。家の前の車寄せに駐車したが人気

はなかったが、丘下の遥か遠くの黄色い草原にチー

ターの動きを見つけたのでしばらく観察していると、

Yoshida と言う声がした。振り返ると杖をついた大きな男

がおぼつかない足取りで近づいて来た。飛行機事故で両足

を無くしたと聞いていたが、確かにあのドクターターリキ

ーだった。怪我のための運動不足か以前より少し太って辛

そうだった。モイ大統領との確執でＫＷＳ（ケニアワイル



ドライフサービス）を去った直後の彼は、私より三歳年上

なだけだったが、暗殺の危険もあったので少し神経質にな

ったように見えた。彼こそ彼の両親、ルイスとメアリーと

ともに、最初の人類と言われたホモ ハビリスの化石をタ

ンザニアのオルドバイ渓谷で発見したその人だ。 

東京のケニア大使館で人

間とは何かを議論した続きをしたかった。何をもってホモ

ハビリスを人間と言うのだろうか？直立しかたら？喋った

から？道具を使ったから？しかしそのいずれの行為もチン

パンジーやボノボはするではないか。しかし火は使うだろ

うか？ ８月２３日 ＡＦＰは 米国科学アカデミーが１

９０年前 ホモエレクトスは既に火を使って調理していた

と発表した。そしてそれ以前のホモ ハルビスは火を使っ

ていたとリキー博士は言った。すると人は火を手に入れて

人となったと言う事になる。アフリカ単一起源説  

かつて、人類はそれぞれの地域で進化してきたと思われていた。北

京原人が中国人に、ネアンデルタール人がヨーロッパ人になったと言



う説である。これは他地域起源説と言われている。しかしリキー一家

は現在ではすべての人類はすべてアフリカを起源とすると主張し続け

てきた。アフリカを脱出したホモ・サピエンスが世界各地に散って今

日の様々な人種になったと考えるアフリカ単一起源説である。見かけ

上かなり異なるように見える現在の人たちも、生物的にはホモはピル

ㇲの後で生まれた単一のホモ・サピエンスというものになるのです。

かつて食物が豊富にあり、努力も知恵も必用の無い理想郷

のアフリカがエデンの園で、そこにいた我々の母の母であ

るイヴが知恵をつけてしまったために楽園を追われ（失楽

園）世界に散らばった（出エジプト記）という話が旧約聖

書の一節だが、かつて、いまでも一部の教会から激しく批

判されているダーウィンによる人類アフリカ起源説もあな

がち反キリスト教でもないのかもしれません。 

 

ほどなくドクターリキーは従者に促され、土煙を上げて

丘を下って行った。我々は彼が遠からず表舞台に復帰する

ことを祈って、九十九折の道を何回も見え隠れしながら小

さくなって行くランドローバーを見送った。車が平地にお



りてサバンナを直線的に走って行って見えなくなると。私

は火を使った我々の祖先、ホモはピルズが焚火で暖をとり

ながら、一家でどんな料理を楽しんでいたのかを頭に描い

ていた。失楽園運転席のピーターワイナイナは創世記３

章１３節から２４節までを語り出した。 

そこで、神は女に言った。「何と言う事をしたの

か」 

エバは言った「蛇が私を惑わせたのです」 

神はアダムに言った「汝は食をえる苦労をするこ

とになるだろう。額に汗をながして糧を得る」 

神は人をエデンの園から追放し、その東に輪を描

いて回転する炎を置かれた」 

ワイナイナは言った「水の惑星地球にあるすべ

ての元素の起源は太陽であり神です」。アダムとエ

バがオルドヴァイを追われて、その子孫がセム族は

ハム族となってエジプト、メソポタミア、インダ

ス、チャイナに散って行ったんですね」彼は誇らし



げに黒い顔を太陽に向けた。そして子孫は農業を中

心とした４大文明を造りだしたのだ。あと２０年余

りで西暦２０００年。 

アダムとエヴァの子孫のまた子孫であるイエス、キ

リストが生まれてからたった２０００足らずの年月

しか経過していないのだ。 

帰りはケニア山が見えるティカの米農場に寄って

みよう。車は轍をなぞって２０年前から耕作してい

るシンダノのいう陸稲が植わっている畑に向ってい

る。陸稲なのに単粒のジャポニカだ。ナイロビに今

は三元ある日本レストランのどれかに収めているそ

うだ。 

そう言えば東アフリカの食料自給率は８０％から９

０％と日本の３８％の二倍以上だ。 

本書のテーマの一つが食料自給率の高さが貧困率の

高さをなぜ比例するか、だから読者の皆様は是非サ



ハラ以南のアフリカの自給率に注目して置いていた

だきたい。 

 

日本の生存エネルギーの自給率は４０％を切りまし

た。しかし生活エネルギー自給率は７％です。 

 

米が届かない とどいても炊飯できない 

 

 

 

 


