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は じ め に 

 

4 年前に「コメにこだわる」を主題に 1 年目第 1 部「日本人の食を考える」、2

年目第 2 部「合鴨を通して日本の農を考える」、3 年目第 3 部「稲の副産物（わ

ら・コメぬか）を通して環境保全型の農業を考える」と続けた。昨年は「宮沢

賢治の森」を主題に 4 年目第１部「宮沢賢治は、なにを願っていたか」とし、

賢治の生涯、時代背景から賢治の思想の一端を探ろうとした。 

これから賢治とともに「コメにこだわる」の３つの課題を、もう一度とりあ

げてみたい。今年は「宮沢賢治の森」を主題に第２部「宮沢賢治と食を考える」

とし、「食」をとりまく過去現在未来を考えてみる。 

宮沢賢治の生きた約 100 年前の世界人口は、約 20 億人、現在 2008 年は約 3

倍以上の 66.7 億人、42 年後 2050 年には 90 億人を超すと予測されている。 

約 100 年前の東北地方はたびたび冷害に見舞われた。コメがとれず、ひどい

飢饉になり、貧困から一家離散などが起きた。これをみた賢治は農学校教師の

限界を悟り、30 歳で教師をやめ農民の中に入り一人で無報酬の稲作指導を行っ

た。約 3000 枚の肥料設計や稲作の巡回相談などの激務をこなしたり、不規則な

粗食を続けるうちに病に犯され 37 歳の若さで亡くなった。 

予言者的詩人は大生命の啓示により過去現在未来を透視することができる。

賢治は、みづからの思いを童話や詩に託して語った。その想念は、森羅万象か

ら過去現在未来の世界を駆け巡った。賢治が渉猟した分野は多方面にわたり、

思惟は宇宙へとひろがっていった。賢治は鳥、花などの動植物や森、山、水、

風、雲、空、光、月、星などの自然とも交感できた予言者的詩人だった。賢治

はめぐまれた家庭に生まれ、教師時代に生徒を連れて西洋料理店にも出入りす

るなど豊かな食生活をも体験している。その一方では、幼いころから賢治は生

きるために生きものを食べなければならないことの哀しみを内面に秘めていた。 

賢治は凄絶な飢餓作品を数編残している。これらの作品は賢治の内面の一端

を覗かせている。今回の課題は、貧困と飢餓を根底にした。 

今日、賢治が生きていた時代には予測もできなかった急激な人口増加、地球

温暖化、地球環境破壊が起き、環境問題が今世紀 大の課題となっている。主

要農業国が数年来の旱ばつで農作物が大減収、穀物価格は高騰し、将来の食糧

不足は不可避のものとなっている。「食はくらしの中心」である。現在日本は食

料を海外に 60％以上も依存している。今後日本の「食」は大丈夫だろうか。 

今回、「宮沢賢治と食を考える」としたのは、賢治ならば現在未来の食をどの

ように考えるか、賢治の一面をヒントに考えてみたいと思った。これがこのテ

ーマをとりあげた理由である。 
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序 論  

 

 

亡くなる前年の宮沢賢治作品に「グスコーブドリの伝

説」がある。その中に「そしてたうとう秋になりました

が、やつぱり栗の木は青いからのいがばかりでしたし、

みんなでふだんたべるいちばん大切なオリザといふ穀

物も、一つぶもできませんでした。」という一節がある。 

このオリザはイネの学名「オリザ・サティバ」のこと

を指している。 

これは、イーハトーブの森に木こりの子どもとして生

まれ、冷害による一家離散や火山噴火、干魃などの苦難

を経験して育ったグスコーブドリが、やがてイーハトー

ブ火山局の技師になり、火山噴火被害の軽減や人工降雨

を利用した施肥などを実現させながら、 後に身を挺し

て冷害の再発を止めるという物語である。 

 

有史以来東北地方は、たびたび異常気象による大凶作、

大飢饉を経験している。特に江戸時代後期には約 11 年

一度の割合で洪水に見舞われている。賢治の存命中にも

3 年に１度位、暴風雨による洪水・冷害・干害などが発

生し、農民は凶作による飢饉に苦しめられていた。 

賢治の作品は「貧困と飢餓」に関して博い人類愛を込

めている。「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人

の幸福はあり得ない」の一節に賢治生涯の願いが集約さ

れるとわたくしは思う。 

 

ここでは、文献による冷害や風水害の記録、凶作・飢

饉の歴史とそれを詠った宮沢賢治作品、及び冷害・風水

害の歴史と気候変動などをとりあげた。 
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第１章 花巻と盛岡を訪ねて 

 

宮沢賢治を知るためには、賢治が生涯をすごしたゆかりの地を訪ね、そこか

ら生き方、考え方を探るのが一番と思い、昨年に続き賢治のふるさと花巻と盛

岡を歩いてみることにした。2008 年 5 月 8 日から 10 日まで、第 1 日目は花巻の

新幹線に近い胡四王山周辺、第 2 日目は花巻北郊の羅須地人協会からイギリス

海岸、桜町地人館、ぎんどろ公園周辺（旧花巻農学校跡・身照寺と賢治墓）、3

日目は岩手大学農学部の旧盛岡高等農林学校本館と中津川の市の中心部及び盛

岡城跡。一番印象に残ったところは、花巻農業高校内に移築された羅須地人協

会の「賢治先生の家」だった。建物内にはいると、賢治のたたずまいが全身に

感じられ粛然とする思いがした。この訪問を「岩手のやませ」として随筆風に、

その他は訪問中に感じたことをまとめた。 

 

岩手のやませ 

どこまで行っても真直ぐで目印となるものがない。どうやら道を間違えたよ

うだ。ここは花巻市郊外の水田が広がる市道の道端である。花巻駅近くのレン

タサイクルで印をつけてもらった観光案内図をたよりに 40 分ほど走った。この

地図は市街地が詳しく郊外が簡略に書かれてある。そのうちにぱらぱらと雨が

降り冷たい風が吹いてくる。雲が走る。山々がかすんできた。途中田植えをし

ている一家に出会った。この先を曲がればもうすぐだという。脇道のむこうに

野球場のバックネットが見える。もう間違いない。 

今日は平日、正午過ぎにようやく花巻空港北東端に位置する花巻農業高校に

着いた。学校の正面 1 階上部に宮沢賢治が農学校教師時代につくった精神歌の

一節「ワレラ ヒカリノ ミチヲフム」の横書き大看板が目に飛び込む。正面

玄関に入ると事務室がある。声をかけると若い女の先生が出てきたので来意を

伝え、ノートに氏名と住所を記入し、高校では「賢治先生の家」と呼ぶ羅須地

人協会の建物（以前に北上川下流の桜町にあったものを移築）の鍵を受け取る。 

高校の敷地内の一角に協会がある。協会に通じる道を歩くと向こうから五六

人の生徒がやってくる。ほどなく協会の門柱が見え、その内側に外套を着てう

つむいた賢治像がたっている。広い芝生の向こうに硝子戸が目立つ二階建てが

見える。建物の側につつじが植えられ、花巻農学校精神歌を刻んだ賢治詩碑が

たつ。 

建物入口横に「下ノ畑二居リマス」と大きく白墨で書いた伝言板がある。扉

に鍵を差し込んで中に入る。1 階は 8 畳位の和室と板敷きの教室、2 階は書斎に

なっていてここは立ち入り禁止だ。廊下と教室にはオルガンが置かれてある。
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30 歳の賢治は農学校の教師を依頼退職し、自炊生活に入った。賢治は、元の協

会崖下北上川河畔の荒地を開墾した畑で野菜や花を育て、作物をリヤカーに積

んで町に売りにいったという。高校から約 7km 離れた桜町の「下ノ畑」に行っ

てみた。河畔に田んぼがひろがり、代田が点在し人影がない。洪水で畑が流さ

れる前にあったという「下ノ畑」の標識が見えなかった。 
 

   春                

陽が照って鳥が啼き 

あちこちの楢の林も、 

けむるとき 

ぎちぎちと鳴る 汚い掌を、 

おれはこれからもつことになる 

宮沢賢治全集２：「春と修羅第三集」 ちくま文庫 

 

賢治は、付近の村々に肥料設計の相談所を設け、無料奉仕で稲作の巡回相談

や肥料設計などを行った。またテキストをつくって、農閑期に農村青年や篤農

家を集め、稲作法、肥培原理、農民芸術概論などを教えた。体の酷使と粗食に

よる栄養不足などで体力を消耗、病に犯された。当時戦時体制下で結社や文化

活動の自由が制限され、2 年後に協会の活動を停止した。 

賢治ゆかりの場所を予約もなく訪ねたが、ゆく先々で現地の人が暖かく迎え

てくれ、貴重な話を聞くことができた。地元の人は親しみを込めて「賢治さん」

とよんでいた。 

吹くやませ ころも一枚 かさねさせ 幹治 

 

イギリス海岸 

花巻駅から北東方向約 1.5km に北上川に瀬川が注ぐ地点がある。花巻農業高

校から桜町地人館に南下する途中にここに立ち寄った。賢治が花巻農学校(花巻

駅北西方向約 1.5km の地点に旧校舎があり、現在ぎんどろ公園になっている)の

教師をしていたときに、生徒をつれてたびたびこの地点に泳ぎに行った。賢治

はここをイギリスあたりの白亜の海岸を想わせるところから「イギリス海岸」

とあだなした。 

北上川は岩手県の中央を北から南に流れている。賢治は盛岡から花巻まで夜

通し歩いたことがあり、夜空を眺めることが好きだった。北上川が天上の銀河

の端につながって見えたことから、天空を駆けると名作「銀河鉄道の夜」の発

想が生まれたものと思われる。「銀河鉄道の夜」にはプリンシオン海岸の記述が

あり、イギリス海岸での化石採取等の体験が生かされているようだ。 
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経埋ムベキ山 
「雨ニモマケズ」手帳の山のリストに胡四王山が入っている。写経を経筒に

入れて埋めるという習慣は、日本では平安時代から行われていたという。胡四

王山は賢治が愛したふるさとの山でたびたび登った。ここは新花巻駅から東に

約 2km 位の距離にある。山の中腹に宮沢賢治記念館、少し先の道路から入った

山麓にイーハトーブ館があり、今回第 1 日目に訪ねたところだ。イーハトーブ

館の図書館には宮沢清六さん（宮沢賢治の弟）の孫という方が学芸員をしてお

られる。わたくしの問い合わせに対して参考図書などを探していただき、また

貴重なお話なども伺った。記念館に行くには裏山の山道を約 600m 位歩いて登

れば行けるとのことを聞き、そこを辞して牡丹園（まだほとんど咲いていない）

を左にみて山に入る。 
「熊に注意」の看板が目にはいる。山は新緑につつまれ空気が清々しい。山

道に入るとすぐ「よだかの道」記念館 650m の標識があり山道を進む。途中に

記念館へ 100m「ポランの道」と「星めぐりの道」の分岐標識があり記念館の方

へ急坂を登る。昨年 4 月 30 日に記念館を訪ねたときにはカタクリが咲いていた

が、今回は咲き終わっていた。 
 

ぎんどろ公園周辺 

ここは花巻駅から南西方向に約 1.5km 位のところにあり、公園内に賢治が教

師をしていた花巻農学校跡がある。すぐ近くの身照寺の裏には賢治のお墓があ

り、あたらしいお花が供えられてあった。「ぎんどろ公園」は銀白楊の木のヤナ

ギ科の落葉高木のことで、賢治はこの木が大好きだったという。別名「ウラジ

ロハコヤナギ」裏白箱柳ともよばれている。残念ながらこの木をよく見てこな

かった。 

 

なめとこ山の熊 

今回は花巻南温泉峡の鉛温泉に 2 泊した。ここは豊沢川上流にあり日本一深

い立湯で有名な一軒宿。「なめとこ山の熊」の中に鉛の湯がでてくる。賢治もこ

こに泊まったものと思われる。 

 

大礼服の例外的効果 

3 日目、花巻から快速にのり盛岡に向かう。盛岡駅から北約 1.5km の地点に岩

手大学がある。市内バスに乗り、大学前で降りた。賢治は、ここの農林科第二

部（大正七年農芸化学科と改称）入学し 3 年間学んだ。正門に入ると広い構内

道路があり、左手が農学部だ。その奥に旧盛岡高等農林学校本館があり、ここ

は現在国の重要文化財に指定され付属農業教育資料館になっている。1 階が資料
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室で、賢治関係の資料が多く展示されている。2 階が講堂になっており、その壁

の周りには初代から 3 代まで佩刀した大礼服姿の校長の大きなが額が掲げてあ

る。わたくしの中学時代の理科の先生が賢治より遅れて 10 年後ここを卒業した

と聞いていた。先生の学生時代を想像しながら隣接するポランの広場や睡蓮の

咲く北水の池の周りを歩いた。 

「大礼服の例外的効果」の中に賢治らしい級長がでてくる。何者にもとらわ

れないで本来の「国体の意義」を知ろうとする若者に、しがらみにとらわれ大

礼服をまとってたじろいでいる校長の姿。真摯な追求をする若者と、こけおど

しの校長の大礼服との対比がその効果を際立たせている。「国体の意義」は憲法

解釈上、当時学者間でも大きく議論が分かれていた。 

 

花巻瞥見 

賢治没年昭和 8 年（1933 年）の 2 年後の花巻町と花巻川口町を合わせた人口

が約 1 万 7 千人弱。現在東北新幹線が通り、花巻市の人口が約 10 万人余、隣接

の北上市の人口が約 10 万人弱で両市合わせて北上都市圏を形成している。花巻

市の郊外は典型的な田園地帯。減反が進んでいるせいか、平野部が約７割位、

鉛温泉へ行く途中の山間部では約 9 割位が休耕田となっている。 

この休耕田について農林省岩手県花巻農政局統計・情報センターに問い合わ

せてみたころ、このあたりは全耕作地に対し減反率が約 30％位になるという。

統計に出ないこの差の田畑が耕作放棄されて休耕田になっている訳だ。 

近の輸入飼料の高騰で日本の酪農家の経営が圧迫されているので「休耕田

で安い飼料コメをつくろうという動きがあるようですが、そのへんはどうです

か。」と聞いたところ、「担い手不足や価格面で経営が成り立たないので、やろ

うという人がなかなか出てきていないのが現状だ。」ということだった。 

戦後の一時期からみると、現在のコメの消費は半減し国民一人あたり年間約

60kg（約 1 合強/1 日当り）といわれている。生活が豊かになってコメの消費が

減った分パンや魚・肉などの摂取が増え、食生活の内容が一昔前と激変した。

コメをつくれば余るのでつくれない。つくろうと思えばつくれる先祖から伝わ

ってきた大切な田畑、今の代の担い手や跡継ぎがいない、農業だけで暮らして

ゆけないために耕作を放棄せざるをえないという農民の姿はなんとも痛ましい。 

花巻市内中央部を自転車で走ってみて、古い建物がほとんど見られなかった。

花巻も戦争末期に空襲に遭い、市の大半の家屋が焼失したという。賢治の貴重

な資料は、賢治の弟の清六さんが、体を張って防空壕へ運び空襲から守り通し

たと聞いている。駅前に「やすらぎの像」というモニュメントがある。これは

1945 年 8 月 10 日の花巻空襲の犠牲者の霊を慰め、恒久平和を祈念するために建

立され、市民の浄財により建立された。 
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第２章 宮沢賢治の哀しみ 

 

およそ 500 万年前にチンパンジーと共通の祖先から分れて、家族や仲間との

意思を伝えあう言葉と道具を使って働くことで生活手段を獲るようになったヒ

トが出現した。 初この意思伝達は叫びなどの擬声語から始まった。それから

段々と複雑な意思が伝達できるような主語や動詞が生まれ、親から子へと口移

しに記憶が伝承された。文字などの記録が残されていないヒトの先史である。

ヒトは文字を発明して歴史を記録するようになって文明人となった。先史時代

にも天地創造神話や大洪水伝説などが口伝に残されており、後世の文明人が発

見して記録すれば歴史になる。現在にいたるまでの約 5 千年までは記録が残る

有史時代である。先史時代は有史時代に比べ約 1000 倍以上も長い。 

自然人は自然を敬う自然神の信仰を持っていた。地球が寒冷期にはいって食

糧不足が深刻になると、ヒトは食糧を安定に獲るために種を播いて食糧を収穫

し貯える農業や家畜を飼って食肉を確保する牧畜を行うようになった。また道

具を使って物を生産するようになってから、だんだんと自然から遠ざかった。

やがて全ての生きものや自然の上にヒトを置き、ヒトは自然を征服できるもの

として自然神を捨てた。その結果、文字や道具を持つ代わりに、ヒトは本来持

っていた自然と交感できる能力を失った。 

 

賢治の生涯は 37 年間という短いものだった。37 歳といえば、青年期が終わり

これから壮年期を迎える歳である。賢治は盛岡高等農林学校を卒業し、当時の

先端の科学的知識を身につけた科学者・農業者・文学者・信仰者の側面をも

つ予言者的詩人といえる。盛岡高農の恩師関豊太郎は賢治を義人といっている。

賢治は自然人の内面と文明人の外面を統一してもった稀有な人物である。 

賢治の詩には不可解なものが数多い。賢治は夜間一人、山・川・森などに出

かけ、自然の森羅万象と語り合うことを好んだ。賢治は文明人が失った自然人

の魂を持っていた。賢治は、たびたび自分の文学は自然からもらったものだと

いっている。賢治の童話や詩にはリズムをもった擬声語が沢山無造作にでてく

る。その中には創作もあったろうが、ほとんどは内面にひそむデーモン（ヒト

を根源的に突き動かす力）が猛スピードで吐露したものを書きとめたものだっ

た。賢治が自然と交感できたことを次の作品で表明している。 

 

ほんたうに、かしはばやしの青い夕方をひとりで通りかかったり、十一月の山の風

のなかに、ふるへながら立つたりしますと、もうどうしてもこんな気がしてしかたな

いのです。ほんたうにもう、どうしてもこんなことがあるやうでしかたがないといふ
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ことを、わたくしはそのとほり書いたまでです。 

宮沢賢治全集 8：注文の多い料理店序 ちくま文庫 

 

賢治の実像に迫るために、賢治がもっていた 3 つの「哀しみ」の源を探って

みよう。 

 

① 飢餓地獄をみた賢治 

賢治は過去現在未来を透視にしてヒトの地獄をみた。賢治はみずからを修羅

と規定した。修羅は六道のひとつで人間より一つ下の階層になる。賢治の童話

は、自然界のあらゆる事象に仮託して内面の信仰を表明したものといわれてい

る。賢治の実家は浄土真宗の熱心な門徒で、朝夕仏壇の前で「正信偈」や「白

骨のお文」などの経文を家中で唱えるのが日課だった。4 歳の頃に大人たちにま

じりそらで唱えることができた。また、しばしば近くの菩提寺の安浄寺に連れ

て行かれ、住職の説く地獄極楽の話を聴かされた。幼い賢治は本当に地獄極楽

があると心から信じ、気高い仏さまや鬼たちの姿もありありと思い浮かべるこ

とができたという。 

盛岡中学校を卒業した賢治は、たまたま手にした島地大等編著「漢和対照妙

法蓮華経」を読み、その中の「如来寿量品」に感動、生涯座右におき、法華経

信仰を貫いた。終生賢治は法華経から離れることはなかったが、「銀河鉄道の夜」

にでてくるキリストの十字架や「原体剣舞連」のような土俗習俗をも好んだ。

また、賢治の内面には自然を神とする自然崇拝を合わせもっていた。 

当時の東北地方は天候不順な年が続き、水害・冷害・旱ばつなどが頻繁に発

生。凶作で稲がほとんど稔らず、食べるものにこと欠く飢饉になった。人びと

は生活に困窮し、娘の身売り、一家離散するものも多かった。賢治は、その窮

状に現世の地獄図をみたのだった。この項の冷害や風水害の歴史について、次

の第 6 章に詳しく記述する。 

また、26 歳の時に賢治は、信仰を共にする 愛の妹の死という痛切な別れを

経験している。賢治は肉親の死から、うち続く飢饉から民衆が飢餓にいたるま

で、その苦しみを我がことにように考えた。賢治の愛のまなざしは、身内や近

隣に止まることなく全人類から、すべての生命・宇宙へと広がっていった。 

 

② いきものが持っている業 

賢治の手紙に次の内容がある。 

 

『私は春から生物のからだを食ふのをやめました。けれども先日「社会と「連絡」

をとるおまじなゑ
、 、 、 、

にまぐろのさしみを数切たべました。又茶碗蒸むしをさじでかき
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まわしました。食はれるさかながもし私のうしろに居て見てゐたら何と思ふでしょ

うか。中略酒をのみ、常に絶え犠牲を求め、魚鳥が心尽の犠牲のお膳の前に不平に、

これを命と思はずまずいのと云ふ人たちを見てゐたら何と云ふでせうか。もし又私

がさかなで私も食はれ私の父も食はれ私の母も食はれ私の妹も食はれてゐるとする。

私は人々のうしろから見てゐる。「あゝあの人は私の兄弟を箸でもちぎった。となり

の人とはなしながら何とも思はず呑みこんでしまった。私の兄弟のからだはつめた

くなってさっき、横たわってゐた。今は不思議なエンチームの作用で真暗な処で分

解してゐるだろう。われらの眷属をあげて尊い惜しい命をすててさゝげたものは

人々の一寸のあはれみを買へない。」私は前にさかなだったことがあって食はれたに

ちがひありません。 

宮沢賢治全集 9 書簡大正七年(1918)五月十九日 63 保阪嘉内宛封筒 ちくま文庫 

 

仏教に業の基本的概念があり、業は善悪に応じて因果応報を与え、死によっ

ても失われず輪廻転生に伴って代々伝えられるという。ヒトは他の生きもの食

べないと生きられないという業を背負っている。関連する賢治のベジタリアン

と菜食主義については第 3 章と第 4 章で触れる。 

 

③ 現世で理解されない苦しみ 

自然人の魂をもって生まれた賢治は、生前ほとんど理解されなかった。賢治

は 28 歳の時に「春と修羅」を自費出版して世に問うたが、一部の文学者を除き

不可解なものとして評価されなかった。賢治は過去現在未来を自由に行き来す

る作品を残している。未来を信じた賢治は未来の読者を相手に膨大な未発表作

品を書き、死の直前にいたるまで一度発表した作品にもたびたび推敲を重ねた。 

農民芸術概論綱要の終わりに「永久の未完成これ完成である」といっている。

賢治がもう少し生き延びることができたなら、更に作品に手を加えたことだろ

う。 
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第３章 宮沢賢治とベジタリアン 

 

本書は「宮沢賢治と食を考える」をテーマとしているので、どうしても賢治

とベジタリアンとの関係について触れざるをえない。近年、ベジタリアンは肉

食を是とする欧米人の一部増えてきているようだ。日本人は穀物や野菜を主体

とし、まれに近海の魚を食べる生活を約 100 年前まで約 2000 年も続けてきた。

それが、この約 100 年の間に畜産物・油脂類などの摂取が急激に増えた。 

賢治は 初から菜食主義であった訳ではない。晩年に至って菜食主義を貫こ

うとした。菜食主義にも食物の摂取の度合いによって段階があるようだ。ベジ

タリアンはラテン語 Vegetus（活気のある、生命力にあふれた）をもとに英語

の野菜 (Vegetable) の単語とかけて作られた言葉である。賢治はビヂタリアン

という言い方で、次のように説明している。 

 

全体、私たちビヂテリアンといふのは、ご存知の方も多いでせうが、実は動物質

のものを食べないといふ考のものの団結でありまして、日本では菜食主義者と訳し

ますが主義者といふよりは、も少し意味の強いことが多いのであります。菜食信者

と訳したら、或は少し強すぎるかも知れませんが、主義者といふよりは、よく実際

に適ってゐると思ひます。もっともその中にもいろいろ派がありますが、まあその

精神について大きくわけますと、同情派と豫防派との二つになります。  

この名前は横からひやかしにつけたのですが、大へんうまく要領を云ひあらはして

ゐますから、かまはず私どもも使ふのです。  

同情派と云ひますのは、私たちもその方でありますが、恰度仏教の中でのやうに、

あらゆる動物はみな生命を惜むこと、我々と少しも変りはない、それを一人が生き

るために、ほかの動物の命を奪って食べるそれも一日に一つどころではなく百や千

のこともある、これを何とも思はないでゐるのは全く我々の考が足らないので、よ

くよく喰べられる方になって考へて見ると、とてもかあいさうでそんなことはでき

ないとかう云ふ思想のであります。ところが豫防派の方は少しちがふのでありまし

て、これは実は病気豫防のために、なるべく動物質をたべないといふのであります。

則ち肉類や乳汁を、あんまりたくさんたべると、リウマチスや痛風や、悪性の腫脹

や、いろいろいけない結果が起るから、その病気のいやなもの、又その病気の傾向

のあるものは、この団結の中に入るのであります。それですからこの派の人たちは

バターやチーズも豆からこしらへたり、又菜食病院といふものを建てたり、いろい

ろなことをしてゐます。  

以上は、まあ、ビヂテリアンをその精神から大きく二つにわけたのでありますが、

又一方これをその実行の方法から分類しますと、三つになります。第一に、動物質

のものは全く喰べてはいけないと、則ち獣や魚やすべて肉類はもちろん、ミルクや、

またそれからこしらえたチーズやバター、お菓子の中でも鶏卵の入ったカステーラ

など、一切いけないといふ考の人たち、日本ならばまあ、一寸鰹のだしの入ったも

のもいけないといふ考のであります。この方法は同情派にも豫防派にもありますけ

れども大部分は豫防派の人たちがやります。第二のは、チーズやバターやミルク、
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それから卵などならば、まあものの命をとるといふわけではないから、さし支へな

い、また大してからだに毒になるまいといふので、割合穏健な考であります。第三

は私たちもこの中でありますが、いくら物の命をとらない、自分ばかりさっぱりし

てゐると云ったところで、実際にほかの動物が辛くては、何にもならない、結局は

ほかの動物がかあいさうだからたべないのだ、小さな小さなことまで、一一吟味し

て大へんな手数をしたり、ほかの人にまで迷惑をかけたり、そんなにまでしなくて

もいゝ、もしたくさんのいのちの為に、どうしても一つのいのちが入用なときは、

仕方ないから泣きながらでも食べていゝ、そのかはりもしその一人が自分になった

場合でも敢て避けないとかう云ふのです。けれどもそんな非常の場合は、実に実に

少いから、ふだんはもちろん、なるべく植物をとり、動物を殺さないやうにしなけ

ればならない、くれぐれも自分一人気持ちをさっぱりすることにばかりかゝはって、

大切の精神を忘れてはいけないと斯う云ふのであります。  

宮沢賢治全集６：ビヂタリアン大祭 ちくま文庫 

 

アメリカ栄養士学会
の定義によると『ベジタ
リアンとは、動物性食品
を避け、穀物、豆類、種
実類、野菜、果物を中心
に摂る人』である。中に
は肉類は摂らずに乳製
品を摂ったり、魚類は食
べるベジタリアンもい
る。世界的なベジタリア
ンの増加に伴い詳細に
名称の定義がなされて
いる。 

国によってベジタリアニズムはポピュラーな選択肢である。インドでは国民の
31％がベジタリアンである。その他にアジアでは台湾が 10％と多い。欧州ではイギ
リスが も多く、2000 年の調査では国民の 9％がベジタリアンである。アメリカ大
陸では、合衆国の成人の約 2.5％が肉類や魚類を一切摂らず、ベジタリアンとしての
食生活を維持している。同年の調査でカナダでは成人の約 4％がベジタリアンである 

ベジタリアニズム：Web Wikipedia ﾌﾘｰ百科事典 

 

わたくしの玄米食体験は 1970 年代にはじまり、10 年位の休止時期をはさみ通

算約 30 年間位続いている。玄米食を続けているせいか肉を食べたいとか、ご馳

走を食べたいとかという欲求が減ってきたような気がする。ベジタリアンの規

定に当てはめると、わたくしは獣肉をごくたまに食べる擬似ペスクタリアンと

いうことになる。 

現在、玄米は圧力釜で炊くので、水加減を大目にすれば普通の飯と変わらな

いで食べることができる。賢治の時代にはまだ圧力釜はなかった。玄米を普通

の釜で炊くと軟らかくならない。また、玄米は白米に比べ幾分消化が悪い。胃

腸の弱い人にはすすめられない。賢治も消化不良で苦しんでいたようだ。 

可食物による主なベジタリアンの表 

名前 獣肉 魚肉 卵 乳製品 蜂蜜 

ラクト・オボ・ベジタリアン × × ○ ○ ○ 

ラクト・ベジタリアン × × × ○ ○ 

オボ・ベジタリアン × × ○ × ○ 

ヴィーガン × × × × × 

ペスクタリアン × ○ ○ ○ ○ 
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第４章 宮沢賢治の菜食主義 

 

宮沢賢治は、どんな人物であったか。賢治に接した近親者や関係者が表した

文献から丹念に調べあげた資料に、板谷栄城の「素顔の宮沢賢治」がある。こ

の中で菜食主義に関し、賢治の実像を次のように記述している。 

 

菜食主義 
衣服の場合と同じように、「賢治はいつもおそろしく粗末な物を食べ、し

かも生涯を通して厳格な菜食主義だった」と思われがちですが、これまた事

実を調べない先入観にもとづくお粗末な賢治像を、そのまま鵜のみにしたき

わめてお粗末な誤解です。ある時期には平気で肉も食べていますし、またし

ばしば町で一番高級なレストランにも通っているのです。そこで幼いころか

らのその食生活を、年代をおって見てみる と し ま し ょ う 。  

そのころは一家の長男というと、跡継ぎということで特別に大事にされ、家

によっては食事もほかの弟妹たちと差をつけることさえありました。ところ

がどういうわけか幼い賢治は食事の時には、まるで悪いことでもするように、

なるべく音を立てないようにそそくさと済ますのが常でした。その様子を見

て父親の政次郎は、「賢治には前世に永い間、諸国をたった一人で巡礼して

歩いた宿習があって、どうしてもその癖がとれないのだ」と話したといいま

す。 

栄養のあるものをあまり好まなかったそうですが、牛乳も大の苦手でした。

当時は牛乳屋が大きな缶から土鍋に一合とか二合とか分けていったものを、

火にかけてわかして茶碗についで飲んだのですが、牛乳の嫌いな幼い賢治は

階段の中段に登って行ってなかなか降りてこず、「さあ降りてきて早くのめ」

というと、べそをかいて泣きそうな顔をしていたという話を、関徳弥が伝え 

ています。 

中学校に進むと寄宿舎で仲間たちにもまれたせいでしょう、なんでも食べ

るようになったようで、賢治自身、「あのころは肉食を好んだ」とのべてい

ます。そして盛岡高等農林学校に進んで獣医科の学生たちの屠殺実験を見た

のがきっかけで、肉食をいとうようになった、ということになっていますが、

そのころの友人たちの思い出には、賢治の菜食主義のことはあまり出てきま

せん。菜食主義に徹しはじめたのは、卒業後の研究生時代からのように思われ

ます。 

賢治が室長をしていた部屋に入った一級下の萩原弥六も、「ずっと食事を

ともにしたがなんら変わったこともなかった。土性調査などで旅行する時に

はコメ飯の弁当はもって行ったことはなく、旅をするには豆腐にかぎるとい

って、三度三度豆腐に醤油をかけるだけですましたそうだ。牛肉を食べない

ので関教授からひどくお小言を頂戴したというから、卒業後心境の変化をし

たことと思われる」と語っています。 

たしかに研究生時代にはかなり徹底した菜食主義だったようで、親友の保阪

嘉内にあてた一九一八年（大正七）五月一九日の手紙に、次のように書いてい

ます。文中、エンチームは酵素のことです。 

 
私は春から生物のからだを食ふのをやめました。けれども先日「社会」と「連

絡」を「とる」おまじなゑにまぐろのさしみを数切たべました。又茶椀むしを

さじでかきまわしました。食はれるさかながもし私のうしろに居て見てゐたら

何と思ふでせうか。「この人は私の唯一の命をすてたそのからだをまづさうに食

ってゐる」「怒りながら食ってゐる」「やけくそで食ってゐる」「私のことを考

へてしづかにそのあぶらを舌に味ひながらさかなよおまへもいつか私のつれに
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なって一緒に行かうと祈ってゐる」「何だ、おらのからだを食ってゐる」まあさ

かなによって色々に考へるでせう。きりながら、（保阪さんの前でだけ人の悪口

を云ふのを許して下さい。）酒をのみ、常に絶えず犠牲を求め、魚鳥が心尽しの

犠牲のお膳の前に不平に、これを命とも思はずまずいのどうのと云ふ人たちを食

はれるものが見てゐたら何と云ふでせうか。もし又私がさかなで私も食はれ私の

父も食はれ私の母も食はれ私の妹も食はれてゐるとする。私は人々のうしろから

見てゐる。「あ～あの人は私の兄弟を箸でちぎった。となりの人とはなしながら

何とも思はず呑みこんでしまった。私の兄弟のからだはつめたくなってさっき、

横はってゐた。今は不思議なエンチームの作用で真暗な処で分解して居るだらう。

われらの眷属をあげて尊い惜しい命をすて～さ～げたものは人々の一寸のあわ

れみをも買う×へない。」私は前にさかなだったことがあって食はれたにちがひ

ありません。 

又屠殺場の紅く染まった床の上を豚がひきずられて全身あかく血がつきました。

転倒した豚の瞳にこの血がパッとあかくはなやかにうつるのでせう。忽然として

死がいたり、豚は暗い、しびれのする様な軽さを感じやがてあらたなるかなしい

けだものの生を得ました。これらを食べる人とても何とて幸福でありませうや。 

  中略 

 

「一日に玄コメ四合」 

賢治というと、何となく生涯を通して禁酒禁煙を守った、コチコチの堅物

だったように思いたくなりますが、体質的には酒に弱い方ではなく、煙草も

時にはふかしているのです。盛岡高等農林学校の関西修学旅行の帰りに、賢

治といっしょに箱根の旧街道を歩いて越えた同級生の大谷良之は、「箱根街

道に入る少し手前にきた時、賢治が一杯飲屋のなわのれんをくぐってサッサと

中に入り、モッキリ酒を注文したので、ほかの連中はアツと驚いたが、グッと

一杯やって店を出た」と語っています。 

盛岡高等農林学校で酒の作り方も一通りは実習しているはずですから、酒と

無縁ということはあり得ませんし、三年生のころには同人誌「アザリア」の

仲間たちの派手な宴会にも参加しています。賢治の酒の飲み方については藤

原嘉藤治が「自分から進んで酒を飲むことなどはなかったが、つき合いでは飲

んだ。 

水でも飲むようにグッグッと飲んで、さされた盃をすぐに返した」とある

座談会でいっています。またその座談会に同席した堀籠文之進も、「県視学

などの歓迎会の時などには飲んだが、盃をさされるとたしかにすぐ返盃した。

顔も赤くにぎやかな色になったが、酒は弱い方ではなかった」と相槌を打っ

ています。 

文之進によると賢治は常習的な喫煙者ではなかったが、時々「敷島」とい

う口付きの高級な煙草を買ってきて、いたずらでふかしたり、ほかの人にす

すめてのませたりしたそうです。また、そのころはやったオゾンパイプとい

うものを、煙草の代わりにしょっちゅう口にくわえていましたが、同僚たち

に対して酒や煙草の害をお説教するということはなかったそうです。 

さて賢治の実際の食生活が、その名高い伝説とかなりちがっていることは、

十分おわかりいただけたと思いますが、「では、あの有名な一日に玄コメ四

合のことは、どうなるのか」と、心配なさる向きもおありかもしれません。

そこで賢治と玄コメのことに、少しふれておきましょう。病床での食事のこ

とを心配してくれた森佐一にあてた、一九三二年（昭和七）の六月一日の手

紙の一部です。なお「あら」はもみがらのことです。 

 
海藻はつとめて摂って居り、間食もほとんどしません。たゞできないのはよく

噛むこと、いくらさう努めても性分でちょっとよくなるともう上のそらで物を食

べはじめるのです。それでも動物性のものの粕を食べるときっと工合がわるいの

でそれを噛む時はご飯も噛んでゐるやうな訳です。ご注意もありもっと努力しま
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せう。栄養晶といふやうなものはみんないけません。十二月から四月までは卵も

いけませんでした。牛乳は一口呑んでも一日むっとしてゐます。（中略） 

いままで三年玄コメ食（七分鴇）をうちぢゆうやりました。母のさとから宣伝

されたので、私はそれがじつにつらく何べんも下痢しましたが去年の秋までそれ

がいい加減の玄コメ食によることを気付きませんでした。気付いてももう寝てゐ

て食物のことなどかれこれ云へない仕儀です。 近盲腸炎（あらのため）を義弟が

やったのでやっとやめて貰ひました。学者なんどが半分の研究ではんたうの生活へ

物を云ふことはじつに生意気です。 

 

「雨ニモマケズ」に書かれていることを、すべて事実であったなどと、信じて

おられる方はいないと思いますが、ともあれ「一日に玄コメ四合」 の実情は

こうだったのです。 

さて、賢治の名高い菜食主義が生涯を通じてのものではなく、時には平気で

肉食もしたことや、すすめられれば盃も手にしたことも、おわかりいただけ

たと思います。中には今まで抱いていた理想的な人間としての賢治像が崩れ

るような気がして、がっかりなさった方もおられるかもしれません。だから

といって、その文学作品の真価がさがるというわけではありませんから、ご

安心ください。 

そもそも肉食や飲酒の度合いと文学作品の価値との間には、いやそれどころ

かいわゆる人間としてのりっぱさとの間にさえ、必ずしも正比例の関係はな

いのです。ですから賢治を論ずるのに、「一日に玄コメ四合」だの「生涯を

通じての厳格な菜食主義」だのといった話をもち出す必要はありません。大

菜食主義者つくとしての賢治像は、思いこみの激しい人が伝説の孫引きか

ら創りあげた、何の根拠もない大虚像だったからです。 

板谷栄城：素顔の宮沢賢治 ちくま文庫 

 

この著作の板谷栄城は賢治に会って肉声を直接聞いてはいない。これは生前

の賢治をとりまく人々を訪ね、丹念に聞きとりまとめたものだ。賢治像は書き

手の主観でさまざまに捉えられている。これは客観的にみた賢治の実像に一番

近いのではないだろうか。 

 

賢治研究は業績や行動の一部始終を詳細に調べ、論考しているものが数多い。

賢治が、なにを願っていたか。賢治が、いのちをかけて実行しようとしていた

ことは何だったか。これらを考え、自分ができることを行うことこそがより重

要なのではないか。後世の人たちによって詳細に調べあげられる賢治は、あの

世でどんなに面映い思いをしていることだろうか。 
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第５章 冷害・風水害による飢饉他を詠った宮沢賢治作品 

 

第２章宮沢賢治の哀しみの源①「飢餓地獄をみた賢治」をとりあげた。賢治

は農学校教師時代に生徒の生活環境や当時の疲弊した農村の実態から、次第に

飢饉に苦しむ農民に関心を寄るようになった。農事気象にも興味を寄せ賢治は

たびたび測候所に行っている。広辞苑によると飢饉とは農作物がみのらず食物

が欠乏して飢え苦しむこと。食物以外でも必要な物資が著しく不足する場合を

いう。ヒトは三日も食料と水を体内に取り入れないと生きられない。ヒトの歴

史は食料と水の獲得の軌跡といえる。 

 

飢饉を詠った作品 

風の中を 
なかんとていでたてるなり 
千人供養の 
石にともれるよるの電燈 

   後略 
宮沢賢治全集３ 冬のスケッチ一三 ちくま文庫 

蝕む胸をまぎらひて、 

こぼと鳴り行く水のはた、 

くらき炭素の燈に照りて、 

飢饉供養の巨石並めり。 

宮沢賢治全集４ 文語詩稿 一百篇(ルビ略) ちくま文庫 

 

両作品は、病に犯された賢治が餓死者と交感しているさまを詠ったものか。 

 

洪水による水害を詠った作品 

〔ながれたり〕 
ながれたり 
   夜はあやしく陥りて 
   ゆらぎ出しは一むらの 
   陰極線の盲

し ひ

あかり 
   また蛍光の青らむと 
   かなしく白き偏光の類 
 ましろに寒き川のさま 
 地平わづかに赤らむは 
 あかつきとこそ覚ゆなれ 
     （そもこれはいづちの川のけしきぞも） 
 げにながれたり水のいろ 
 ながれたりげに水のいろ 
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 このあかつきの水のさま 
 はてさへしらにながれたり 
     （そもこれはいづちの川のけしきぞも） 
 明るくかろき水のさま 
 寒くあかるき水のさま 
     （水いろなせる川の水 
      水いろ川の川水を 
      何かはしらねみづいろの 
      かたちあるものながれ行く） 
 青ざめし人と屍 数もしら 
 水にもまれてくだり行く 
 水いろの水と屍 数もしら 
     （流れたりげに流れたり） 
 

 また下りくる大筏 
 まなじり深く鼻高く 
 腕うちくみてみめぐらし 
 一人の男うち座する 
 見ずや筏は水いろの 
 屍よりぞ組み成さる 
 
 髪みだれたるわかものは 

 筏のはじにとりつけば 
 筏のあるじ瞳

ま み

赤く 
 頬にひらめくいかりして 
 わかものの手を解き去りぬ 
 
 げにながれたり水のいろ 
 ながれたりげに水のいろ 
 このあかつきの水のさま 
 はてさへしらにながれたり 
 
 共にあをざめ救はんと 
 流れの中に相寄れる 
 今は却りて争へば 
 その髪みだれ行けるあり 
     （対岸の空うち爛れ 
      赤きは何のけしきぞも） 
 
 流れたりげに流れたり 
 はてさへしらにながるれば 
 わが眼はつかれいまはさて 
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 ものおしなべてうちかすみ 
 たゞほのじろの川水と 
 うすらあかるきそらのさま 
 
 おゝ頭ばかり頭ばかり 
 きりきりきりとはぎしりし 
 流れを切りてくるもあり 
 
 死人の肩を噛めるもの 
 さらに死人のせを噛めば 
 さめて怒れるものもあり 
 
 ながれたりげにながれたり 
 川水軽くかゞやきて 
 たゞ速やかにながれたり 
     （そもこれはいづちの川のけしきぞも 
      人と屍と群れながれたり） 
 

 あゝ流れたり流れたり 
 水いろなせる屍と 
 人とをのせて水いろの 
 水ははてなく流れたり 

宮沢賢治全集４：文語詩未定稿 ちくま文庫 
歌稿 A    青びとのながれ 

６８０ そもこれはいづくの河のけしきぞや人と死びととむれながれたり 
６８１ 青じろき流れのなかを水色に人々長きうでもて泳ぐ 
６８２ 青じろきながれのなかにひとびとは青ながき腕をひたうごかせり 
６８３ うしろなるひとは青うでさしのべて前行くもののあしをつかめり 
６８４ 溺れ行く人のいかりは青黒き霧をつくりて泳げるを灼く 
６８５ あるときは青きうでもてむしりあふ流れのなかの青き死人ら 
６８６ 青人のひとりははやくたゞよへる死人のせなをはみつくしたり 
６８７ 肩せなか喰みつくされてしにびとはよみがへりさめいかりなげきぬ 
６８８ 青じろく流るゝ川のその岸にうちあげられし死人のむれ 
６８９ あたまのみひとをはなれてはぎしりし白きながれをよぎり行くなり 
異稿  あたまのみわれをはなれてはぎしりの白きながれをよぎり行くなり 

宮沢賢治全集３ 歌稿 ちくま文庫 傍線は筆者記入 

 

文語詩〔ながれたり〕は、連作短歌群「青びとのながれ」を原型にして後に

創作されたものという。両作品について赤田秀子に文語詩を詠む・その⑩―凄

惨な光景の奥にあるもの・〔ながれたり〕を詠む：ワルトラワラ・第二十一号・

発行ワルトラワラの会所載がある。口語訳・両詩の表現の比較・創作時の時代
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背景・幼年体験・身辺の考証などを含めた精緻な論考があり、前作の直裁な表

現に対し、後作は技巧をこらし婉曲な表現につくり改作されているとしている。 

 

業を詠った作品 

<三一四 〔夜の湿気と風がさびしくいりまじり〕先駆形 B> 

   三一四 業の花びら          一九二四、十、五、 

 

  夜の湿気が風とさびしくいりまじり 

  松ややなぎの林はくろく 

  空には暗い業の花びらがいっぱいで 

  わたくしは神々の名を録したことから 

  はげしく寒くふるえてゐる 

ああ誰か来てわたくしに云へ 

億の巨匠が並んで生まれ 

しかも互ひに相犯さない 

明るい世界はかならず来ると 

どこかでさぎが鳴いてゐる 

     ……遠くでさぎが啼いてゐる 

       夜どほし赤い眼を燃して 

       つめたい沼に立ってゐるのか…… 

  松並木から雫がふり 

  わづかばかりの星群が 

  西で雲から洗はれて 

  その二っつが 

  黄いろな芒で結んだり 

  残りの巨きな草穂の影が 

  ぼんやり白くうごいたりする 

宮沢賢治全集１：春と修羅第二集異稿 ちくま文庫 

 

「業の花びら」は、題名からしてこの世のものとは思われない。彼岸と此岸

の間を賢治が歩いて見てきた情景というべきか。常人では到底みることができ

ない異常な情景を微細に活写している。 

詩の解釈について、文献・生い立ち・過去の経験等の全てを渉猟し、そこか

ら真意を迫る行き方が学問的な研究の仕方かと思われる。しかし、賢治のよう

な天才の心中はそれだけでは到底推し量れない。「注文の多い料理店序」で述べ

ているように、賢治は自然から啓示を受けて作品をつくった。賢治が伝えたか

った思いや、童話にこめられた暗喩や詩の韻律の底にある情念を、読者は直感

的に感受することもまた必要ではないだろうか。 
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第６章 東北地方の冷害・風水害の歴史と地球の気候変動 

 

イギリス海岸 

宮沢賢治の詩想の源泉だった北上川はこよなく愛したふるさとの母なる川で

ある。北上川が生成される過程を「イギリス海岸」に描写している。 

 
それに実際そこを海岸と呼ぶことは、無法なことではなかったのです。なぜならそこ

は第三紀と呼ばれる地質時代の終り頃、たしかにたびたび海の渚だったからでした。そ

の証拠には、第一にその泥岩は、東の北上山地のへりから、西の中央分水嶺の麓まで、

一枚の板のようになってずうっとひろがって居ました。ただその大部分がその上に積っ

た洪積の赤砂利やローム、それから沖積の砂や粘土や何かに被われて見えないだけのは

なしでした。それはあちこちの川の岸や崖の脚には、きっとこの泥岩が顔を出している

のでもわかりましたし、又所々で堀り抜き井戸を穿ったりしますと、じきこの泥岩層に

ぶっつかるのでもしれました。 
  中略 

そうして見ますと、第三紀の終り頃、それは或は今から五六十万年或は百万年を

数えるかも知れません、その頃今の北上の平原にあたる処は、細長い入海か鹹湖で、

その水は割合浅く、何万年の永い間には処々水面から顔を出したり又引っ込んだり、

火山灰や粘土が上に積ったり又それが削られたりしていたのです。その粘土は西と

東の山地から、川が運んで流し込んだのでした。その火山灰は西の二列か三列の石

英粗面岩の火山が、やっとしずまった処ではありましたが、やっぱり時々噴火をや

ったり爆発をしたりしていましたので、そこから降って来たのでした。 
その頃世界には人はまだ居なかったのです。殊に日本はごくごくこの間、三四千

年前までは、全く人が居なかったと云いますから、もちろん誰もそれを見てはいな

かったでしょう。その誰も見ていない昔の空がやっぱり繰り返し繰り返し曇ったり

又晴れたり、海の一とこがだんだん浅くなってとうとう水の上に顔を出し、そこに

草や木が茂り、ことにも胡桃の木が葉をひらひらさせ、ひのきやいちいがまっ黒に

しげり、しげったかと思うと忽ち西の方の火山が赤黒い舌を吐き、軽石の火山礫は

空もまっくろになるほど降って来て、木は圧し潰され、埋められ、まもなく又水が

被さって粘土がその上につもり、全くまっくらな処に埋められたのでしょう。 
宮沢賢治全集 6：イギリス海岸 ちくま文庫 

 

東北地方のヤマセ等による飢饉 

東アジアの端に位置し南北に脊梁山脈を通す日本列島は日本海側、太平洋側、

北海道、南日本地域に分れ、気候の地域差が大きい。季節風の影響で、太平洋

側が夏季に、日本海側が冬季に雨量が多くなる。初夏には北海道を除いて梅雨

に入る。夏から秋にかけて赤道付近で発達した熱帯低気圧が日本に近づき台風

となり、各地に多大な風水害をもたらす。 

温和な気候が続いた中世の温暖期の次に、14 世紀半ばから 19 世紀半ばにかけ



 21 

た寒冷期を小氷河期とよばれている。17 世紀初頭から 19 世紀後半まで約 260

年続いた江戸時代の気候は、寒冷な時期（小氷河期）と温暖な時期（小間氷期）

とが繰り返した時代で、風水害・冷害による凶作・飢饉が絶えなかった。 

 

稲作が東北地方に伝わって以来、しばしば夏季に低温多湿のヤマセが吹き冷害に襲わ

れた。熱帯原産の稲が育つには 25℃以上が必要とされている。オホーツク海気団が夏季

に南下して東北地方の太平洋岸に吹き付ける東風や北東風がヤマセである。 
中略 

ヤマセが一度吹きはじめると 3～7 日間持続する。また、三陸海岸に一年を通じて

寒流の親潮が南下してくる。夏になると気温が水温より高くなるため海霧がよく発

生する。これが東北地方の脊梁山脈にぶつかると東側が薄暗い悪天候になり、西側

が晴天となる。ヤマセが吹くと西側と東側が明暗をわける。 
岩手県の大部分と青森県の東部、さらに秋田県鹿角地方を領した南部藩は、江戸時

代の 268 年間に 85 回におよぶ凶作があった。このうち水害によるものは 5 回のみ

で、長雨・冷温などによる不作が 28 回、凶作 38 回、大凶作 16 回。四分の一の減

収が不作、二分の一が凶作、四分の三が大凶作である。凶作や大凶作になると食糧

が欠乏し人びとが餓死する飢饉になった。 
市川健夫：風の文化誌 雄山閣出版より一部抜粋 

 

南部藩における飢饉の様相と天候（森、1986） 

・元禄 元年(1688)  気候不順、凶作 

・ 〃   5 年(1692) 気候不順、凶作 

・ 〃  7 年(1694) 気候不順、凶作、ここ数年間二万石三万石毎年減作となる。 

・ 〃  8 年(1695)  霖雨、大暴風雨、早冷のため大凶作となる。飢饉、飢民救済数 

34,000 人 

・ 〃  9 年(1696) 気候順当なれど前年の影響多し、不作 

・ 〃 12 年(1699) 気候不順、霖雨、大凶作、大暴風雨、早冷。 

飢人救済数 20,786 人 

・ 〃 13 年(1700) 気候順当なれど前年の影響多し、不作、種籾僅少。 

・ 〃  14 年(1701) 気候不順、凶作、飢民救済数 2,858 人。 

・ 〃  15 年(1702)  霖雨、大暴風雨、大凶作、飢民救済数 54,111 人、餓死者 

          25,000～26,000 人 

・宝暦 5 年(1755) 霖雨低温、熱病流行、また前年公私の米穀江戸へ輸出さるた            

         め国内食糧減少し大飢饉となる。餓死 49,594 人、明家 7,043 

軒半、救貧小屋建設。 

・ 〃  6 年(1756) 洪水、凶作、飢饉、前年の余波のため種籾・労働力減少。 

・ 〃  7 年(1757) 凶作、不毛となれると所多し、飢饉 

・天明 元年(1781) 不作 

・ 〃  2 年(1782) 不作 

・ 〃  3 年(1783) 霖雨、早冷、収穫皆無、大飢饉、餓死者多し 

・ 〃  4 年(1784) 前年の余殃強く悪疫病流行、病死者多し 

・ 〃  5 年(1785) 霖雨、大風雨、山崩、落橋、流屋、永代荒地多し、飢饉 
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・ 〃  6 年(1786) 霖雨、低温、大風雨、被害激甚、大飢饉 

・ 〃  7 年(1787) 霖雨、大洪水、山崩、落橋、永代荒地多し 

・ 〃  8 年(1788) 大暴風、凶作 

・天保 3 年(1832) 早冷、凶作 

 〃  4 年(1833) 霖雨、早冷、大飢饉 

 〃  5 年(1834) 霖雨、早冷、降霜、大飢饉 

 〃  7 年 1836) 霖雨、早冷、降霜、大風雨、大飢饉、百姓一揆蜂起 

 〃  8 年(1837) 早冷、前年の余殃強く、疫病流行、死者多し 

 〃  9 年(1838) 霖雨、早冷、収穫皆無の地多し、大飢饉、百姓一揆蜂起 

卜蔵建治：ヤマセと冷害 成山堂書店 

 

近世後期に異常気象以外の原因が重なり飢饉が起きている例がある。亨保 17 年

(1732)に北九州から四国・中国をへて畿内まで蔓延したウンカの大発生による亨保

大飢饉がおきている。虫害による損害がはなはだしく餓死者を多数だした。『徳川実

記』によると 96 万 9 千 9 百人にのぼったという。 

天明 2 年(1782)から天明 7 年(1787)まで気象異変がつづき、加えて天明 3 年(1783)

夏に浅間山の大噴火と大降灰により低温・長雨がつづいた。火山灰は関東地方や甲

信越地方はもちろん東北地方まで降り積もり作物を枯死させた。全国的に史上空前

の大飢饉になったが、特に東北地方はヤマセの冷害も加わり収量が激減した。また

天保 3 年(1832)から天保 9 年(1838)までの 7 ｹ年のうち、天保 7 年(1836)が特に夏に

冷雨つづき、大凶作につぐ大飢饉をもたらし、餓死者を多数だした。 

中略 

飢饉は欽明天皇治承 28 年(567)に『日本書紀』にあらわれた「邦国大水し、飢ゆ。

或いは人相食む」という記事をはじめとして大小およそ 500 回も記録されている。 

荒川秀俊：飢饉 概説 教育社 
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飢饉供養塔は岩手県の各地に建てられているが、花巻市では松庵寺の門前に三基の

供養塔が建っている。宝暦 6 年(1756)、天明 3 年(1783)の冷害凶作で餓死し病死した

人を弔った文化 2 年(1805)の｢飢饉疫病死供養｣碑がひとつ。同じ天明 3 年の死者を 33

回忌にあたる文化 12 年に供養した｢餓死供養塔｣。そして天保 4 年(1833)、7 年、9 年

の大凶饉によるし死者の霊を手向けた同 11 年建立の｢飢饉供養塔｣である。 

中路正恒：東北学への招待 宮沢賢治と飢饉
け が ち

の風土 角川書店 

 

また、幕末から現在にいたるまでもたびたび凶作・飢饉が起きている。 

慶応 2 年(1866)、明治 2 年(1869)、明治 17 年(1884)、明治 35 年(1902)、 

明治 38 年(1905)、明治 43 年(1910)、大正 2 年(1913)、大正 10 年(1921)、 

昭和 6 年(1931)、昭和 9 年(1934)大凶作、昭和 16 年(1941)、昭和 20 年(1945)、 

昭和 55 年(1980)、平成 5 年(1993)大凶作 

 

以上、明治時代以前に飢饉を扱った記録は資料により数が異なるものがある

が、参考になるところを抜粋した。 

 

北上川水系と東北地方の風水害 

岩手県の地形を鳥瞰すると、西側に奥羽山脈、東側に幅広い北上山地が北か

ら南に横たわり、その間に広大な北上盆地が開けている。岩手県全体に降った

雨の大半は山間の数知れない細流となって、北から南に貫通する一本の北上川

に注ぐ。大雨が降って川堰が決壊すると高低差の少ない北上盆地に溢れる。 

北上川の概要と地理について次の記述を引用する。 

 

北上川（きたかみがわ）は、岩手県および宮城県を流れる一級河川。北上川水系

の本流である。流路延長 249km、流域面積 10,150km²は、東北 大であり全国でも 4

番目に入る。日本の河川としては勾配がかなり緩いことが特徴としてあげられる。 

岩手県岩手郡岩手町の弓弭の泉（ゆはずのいずみ）に源を発し、盛岡市、花巻市、

北上市、奥州市、一関市などを通って北から南へと流れる。宮城県登米市で旧北上

川を分け、洪水防止のため開削された新北上川に入る。東へ向きを変え石巻市の旧

北上町地区で追波湾に注ぐ。旧北上川はそのまま南へ流れ石巻市で石巻湾に注ぐ。 

旧北上川河口から松島湾を経て阿武隈川河口まで、仙台湾沿いに全長約 60km に及

ぶ日本 長の運河・貞山運河が延びている。この運河により岩手県の北上川水系、 

宮城県の仙台平野の全ての水系、および福島県の阿武隈川水系がつながっている。 

北上川：Web Wikipedia ﾌﾘｰ百科事典 

 

建設省（現国土交通省）は平成３年に「北上川百十年史」を発行し、歴史上

記録のある洪水を記述している。第 1 章北上川の洪水と災害に 1.1.洪水の歴史、

1.1.1 洪水の沿革、1.1.2 北上川洪水年表、1.1.3 主要洪水の３項を設けている。
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そのうち主要な洪水・水害記録を拾ってみる。 

 

・正元元年(1259)  暴風、洪水 

・応永 9 年(1402)  秋、陸奥霖雨 

・応永 26 年(1419)  陸奥国洪水 

・正長元年(1428)  陸奥洪水 

・享徳元年(1452)  7 月洪水 

・応仁 2 年(1468)  4 月(陽暦 5 月 2 日) 陸奥国大風雨洪水。6 月大雨、至 23 日、 

部下悉洪水、禾稼稔らず大飢饉(義山公伊達忠宗年譜)による。 

・延徳元年(1489)  閏 7、8 月 大雨洪水 

・永正 15 年(1518)  暴風洪水、飢饉 

・天文 10 年(1541)  8 月 陸奥大雨洪水 

・天文 19 年(1550)  8 月 陸奥洪水 

・弘治 3 年(1557)  8 月 洪水、大飢饉 

・天正 7 年(1579)  6 月 洪水、登米、佐沼鱒渕、百々、涎谷にって人馬多く死す

というように、時代が下がるに従って、記録もだんだん詳しくなってくる。 

さて、徳川幕府以降(1600～)、 近まで 380 余年間の北上川流域の水害について、

その被害規模の大小を決めることはなかなかむずかしいことではある。しかし、

史実などを参照しながら大洪水を拾いあげ列記する。 

・寛永 14 年(1637)  6 月 25 日 宮城県 

・正保 3 年(1646)  7 月 26 日 宮城県 

・寛文 2 年(1662)  7 月 12 日 (陽暦 10 月 12 日)岩手県 白髭洪水 死者多数 

・寛文 10 年(1670)  7 月 19 日 (旧 6 月 3 日)岩手・宮城県 白髭洪水 

・貞享 4 年(1687)  6 月    (旧 8 月 9 日)宮城県 

・享保 8 年(1723)  9 月 10 日 (旧 8 月 9 日)岩手・宮城県 

・享保 9 年(1724)  8 月 14 日 (旧 6 月 26 日)岩手・宮城県 白髭洪水 

・享保 13 年(1728)  9 月 2 日  (旧 7 月 29 日)岩手・宮城県 死者多数 

・安永 6 年(1777)  6 月 5 日  (旧 5 月 29 日)宮城県 

・天明 6 年(1786)  9 月 28 日 (旧 9 月 7 日)岩手・宮城県 

・享和元年(1801)  7 月 26 日 岩手県盛岡、死者 52 名 

・享和 2 年(1802)  7 月 29 日 岩手・宮城県 

・文政 8 年(1825)  7 月 13 日 岩手・宮城県 

・文政 11 年(1828)  7 月 11 日 宮城県 

・天保 6 年(1835)  8 月 10 日 宮城県 

・天保 13 年(1842)  6 月 11 日 宮城県 

・弘化 3 年(1846)  6 月 16 日 宮城県 

・安政元年(1854)  6 月 17 日 (旧 5 月 22 日)岩手県 

・万延元年(1860)  8 月 10 日 宮城県 

・文久元年(1862)  11 月 3 日 岩手・宮城県 

・元治元年(1864)  8 月 9 日  宮城県 

・明治 8 年(1875)  7 月 9 日  岩手・宮城県 

・明治 22 年(1889)  9 月 12 日 宮城県 
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・明治 23 年(1890)  7 月 8 日  宮城県 

・明治 29 年(1896)  9 月 7 日  岩手県 

・明治 43 年(1910)  8 月 15 日 岩手・宮城県 

・大正 2 年(1913)  8 月 28 日 岩手・宮城県 

・大正 9 年(1920)  8 月 9 日  岩手・宮城県 

・昭和 22 年(1947)  9 月 16 日 岩手・宮城県 カスリン台風 

・昭和 23 年(1948)  9 月 17 日 岩手・宮城県 アイオン台風 

・昭和 25 年(1950)  8 月 6 日  岩手・宮城県 

・昭和 30 年(1955)  6 月 26 日 岩手・宮城県 

・昭和 33 年(1958)  9 月 1 日  岩手・宮城県 

・昭和 54 年(1979)  8 月 

・昭和 56 年(1981)  8 月 

以上 35 回数えられるが、これによると 11 年に一度の割合で洪水に襲われている

ことになる。このなかでも享保 9 年、天明 6 年、享和元年、天保 6 年の大洪水は、

特にはなはだしく、戦後 22 年、23 年のカスリン、アイオン台風に匹敵するのではな

いかと推定される。 

 

河川が氾濫し洪水がおしよせると、堤防が決壊し、あふれでた水は広範囲に

田畑・家屋・人畜を押し流し、生産や生活基盤の一切が失われる。 

 

地球誕生から過去現在未来 

地球誕生から現在に至るまで、

地球の気候は寒冷期と温暖期が繰

り返しおきた。寒冷期には陸地に

氷河がひろがり海面が約 100m 下

がって海退し、温暖期には氷河が

縮小して海面が上昇し海進した。

20,000 年以前の寒冷期(ヴュルム

氷期)に海退して日本列島が大陸

と地続きだった頃、シベリアから

北海道を通って日本に渡ってきた

人たちが北方ルートの原日本人と

いわれている。 

右図「人類史の革命と気候変

動」環境考古学者安田喜憲による

と、12,500 年に始まった縄文時代

から現在にいたるまで、6 回の寒

冷期と、5 回の温暖期を経ている。

ヒトは寒冷期に生き延びるため農

業革命を起こし、都市革命、精神

革命、科学革命と続けてきた。今

後の 21 世紀は環境革命としてい
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る。温暖期には人口が増加し、寒冷期には減少している。 

精神革命までは自然現象としておきた。科学革命以降に起きている温暖化は

自然現象の他に、産業革命以来工業化が進み、ヒトが大気に排出した二酸化炭

素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)などの人工的加わった温室効果ガスに

よるものである。 

現在の地球温暖化が人類に及ぼす影響について、安田喜憲は福井県水月湖を

ボーリングして出土した花粉の年縞を研究して絶対花粉ダイヤグラムをつくり、

そこから過去から近未来を次のように予測し、下記のように警告している。 

 

15,000 年前にはじまる地球温暖化が、 後の氷河時代（115,000 年前にはじまり

100,000 年間近くも継続し 終氷期とよばれる）が終わり、現間氷期へと地球の環境

が激変するはじまりだった。その地球温暖化は 50 年間にグリーンランドの年平均気

温が 7～10 度も一気に上昇するという、急激なものだった。中略 

地球温暖化によって確実に増大するのは暴風雨、洪水などの災害である。風速 90m

の台風や時間雨量 200 ㎜の猛烈な風や雨は覚悟しなければならない。海面の上昇に

よる高潮の被害も増加し、防潮堤の構築強化も必要となるであろう。都市はヒート

アイランドや熱波に襲われ、これまで久しく忘れていたマラリヤなどの熱帯の風土

病が蔓延する危険性がある。なによりも食糧の獲得が困難となる。70%近くもの食糧

を輸入にたよるような暮らしはしだいに困難になるだろう。ブナの森の生育地は北

上し高山に上昇し、冷温帯気候の果物、たとえばリンゴなどが採れなくなる。ただ

し、イネやミカンはその生産地が北上・拡大する。 

米を食べる習慣をやはりとりもどさないと、地球温暖化の時代に生き残れない。 

安田喜憲：気候変動の文明史 第二章地球温暖化と人類絶滅 NTT 出版 

安田喜憲共著：環境と文明の世界史 洋泉社 

では、人類が生き残るためにはどうすればよいか？方法は一つしかない。これまで

の物質エネルギー文明、大量生産・大量消費文明を、「生命文明」にパラダイムシフト

することである。そのシフトこそ、二十一世紀の人類に課せられた大きな課題なので

ある。「生命文明」とは、地球の自然を、征服・利用する対象と見なすのではなく、共

生の対象と見なす文明である。 

安田喜憲：生命文明の世紀へ ﾌﾟﾛﾛｰｸﾞ 第三文明社 

 

「物質文明」から「生命文明」へ 

地球の歴史上、過去に現在より平均気温が１℃前後上昇した温暖化の時期が

あり、海面の水位が現在よりも上昇し関東平野や北上盆地の一部が海に沈んで

いた。歴史を調べれば未来がみえる。地球の営みにより海面水位が変化するこ

とはヒトの手では食い止めることはできない。それとは別に、現在問題になっ

ているのは、ヒトがこれまでと今後も排出する温室効果ガスによって地球温暖

化が加速されることである。このまま進行すると間違いなく、近未来には海進

が進み、陸地の一部が水没し人類が絶滅すると安田喜憲は警告している。 

予言者的詩人宮沢賢治は、大生命の啓示により未来を予言(科学的な言説はな

いが作品にひろく暗喩されている)しているのに対し、科学者は科学的手法によ

って未来を予測している。 
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本 論 

 

ここでは、約１００年前の食と、現在の食を対比して論考を進める。 

農林水産省関係 1970 年生産調整の実施決定、1981 年食管法改正、

1988 年「米流通改善大綱」策定、1995 年食糧法施行、2002 年食糧法

改正、毎年「食料・農業・農村白書」を公表。平成１９年度は「平成

１９年度食料・農業・農村白書」と補足資料として「米をめぐる現状」

を発表した。 

本書の参考文献として、以上の文書の内の幾つかの図表を引用した。 

「平成１９年度食料・農業・農村白書」 

第 1 部食料・農業・農村の動向 

第２章食料・農業・農村の主な動向 

第１節食料自給率の向上と食料の安定供給 

(1)世界の食料事情と農産物貿易交渉 

(2)食料の海外依存の向上と食料の安定供給 

(3)食の安全と消費者の信頼確保 

「平成１９年度１０月発行 米をめぐる現状」 

 

2005 年に食育基本法が制定された。翌 2006 年に食育白書が公表さ

れている。現在、厚生労働省・農林水産省・文部科学省の 3 省が連携

して実施に当たっている。 

 

厚生労働省関係 1947 年から 2006 年まで「国民健康・栄養調査」

を実施、2005 年に「日本人の食事摂取基準」を策定した。これを「国

民栄養の現状」として公表している。 

文部科学省関係 科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「五訂

増補日本食品標準成分表」資料編「食品群別摂取量の年次推移」 
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第７章 輸入食料をめぐる最近の事件 

 

2000 年雪印集団中毒事件、2002 年雪印牛肉偽装事件、2007 年ミートホープ牛肉

ミンチの品質表示偽装事件、赤福餅消費期限及び原材料表示偽装事件、吉兆消費期

限もしくは賞味期限切れ菓子の販売、地鶏・牛肉みそ漬け産地偽装事件、中国製ダ

ンボール肉まん事件が発生。 

2008 年 1 月 30 日、厚生省は中国産冷凍ギョウザが原因と疑われる健康被害事例

発生を公表及び消費者への注意喚起をおこなった。現在の被害者の状況は、中国産

冷凍ギョウザを食べて有機リン中毒（メタミドホス）と確定した患者数は 10 名（千

葉県 7 名、兵庫県 3 名）千葉県警捜査 1 課は同年 3 月 31 日、千葉市で中毒症状を起

こした未調理のギョウザから基準値の 6 万 4300 倍の有機リン系殺虫剤「メタミドホ

ス」を検出したと発表した。 

同課は、「残留農薬のレベルではない」とし、意図的な混入の可能性が更に高まっ

たとみている。特に輸入食品の安全性への不安が急速に高まり、冷凍食品の買い控

えがひろがった。農水省は 3 月 1－4 週の日本が中国から輸入した生鮮野菜は 2 万

4680 トン、前年同期にくらべ 44.5％減。更に減少幅が拡大すると予想される。 

食品偽装事件関連・中国産冷凍ギョウザ食中毒事件：Web Wikipedia ﾌﾘｰ百科事典 

 

この内外の一連の事件から、今国民の間では「食」の安全・安心に対する関

心が急速に高まってきた。また近年、地球温暖化の影響からかアフリカ、中国、

南北アメリカは旱ばつと洪水に見舞われ、オーストラリアも有史以来の 悪の

大旱ばつにみまわれ、それぞれ農産物が水不足で大打撃を受けている。 

 

コメ生産 干ばつで前年より 90％減 夏作物 新生産予測 07.2.20 

農民が痩せて商品価値のない家畜を撃ち殺す オーストラリア農業は持続可能なの

か 06.12.16 

作物大減収の 新予測 過剰な灌漑水利用が輸出農業の存続を脅かす 06.12.8 

干ばつで家畜飼料用穀物の輸入を計画 世界穀物需給に大きな影響 06.10.28 

コメ、過去 高の価格保証 干ばつが迫るコメ産地移動 06.10.9 

干ばつで穀物が大減収 草も枯れて家畜群も崩壊の危機 06.9.20 

食品・安全：Web (WAPIC)農業情報研究所 

 

ヒトが日常的に食べてエネルギーや栄養の大部分を供給する主食は、コメ・

小麦・トウモロコシの穀物に、いも類と豆類などを加えたものである。これら

はヒトが食べるだけでなく牛や豚など家畜の飼料や食用油の原料にもなる。1kg

の肉を得るために必要な飼料穀物は牛肉 11kg、豚肉 7kg、鶏肉 4kg といわれて

いる。それぞれ 1kgを生産するのに必要な水（仮想水）はコメ:3.6kl、小麦:2.0kl、

鶏:3.4kl、牛肉:20kl といわれ、膨大は水を必要とする。 

沖大幹：ﾊﾞｰﾁｬﾙｳｵｰﾀｰ(仮想水)の試算による 
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経済発展が著しい BRICｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国 4 国の頭文字）

は生活水準が向上し、近年肉や魚の消費量が増えてきだした。また経済発展が

停滞しているアフリカなどは人口の増加によって穀物の消費量が増えている。 

一方近年、燃焼によって大気中に地球温暖化の原因となる二酸化炭素を増や

さないエネルギー源として、サトウキビやトウモロコシなどの穀物を原料とす

るバイオマスエタノールへの需要がでてきた。2007 年 1 月、トウモロコシの価

格が 1 ブッシェル（約 21kg）あたり 4 米ドルを突破したが、これは 2004 年から

2006 年にかけての平均価格のほぼ 2 倍の水準である。このように今後ますます

穀物の需要は増えてくる。穀物を耕作する農地の拡大はあまり望めず、農業生

産性の向上によってかろうじて需要をまかなっているのにすぎない。 
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第８章 約１００年前及びそれ以前の食生活におけるコメの位置 

 

「宮沢賢治と食と考える」の主題を考える上で、賢治の生きた時代の「食」、

特に食生活の主食におけるコメの位置を知らなくてはならない。ヒトがどんな

もの食べていたかを調べるとその時代や社会が分かる。 

2 千数百年前に日本の稲が伝えられた。コメが生育する時期は 25℃以上必要

である。夏に冷風「やませ」が吹いて気温が上がらないことがある東北地方の

稲作はとくに難しかった。全国的にコメが不足する時代は長く続いた。100 年前

までは国民の大多数はコメが足りないために他の穀類を混ぜて食べていた。農

家にとって、コメは売って必要なものを手にいれるための換金作物だった。そ

のため良いコメはなるべく売るほうにまわし、通常は屑米や雑穀を食べていた。

コメが食べられるのは正月やお祝いごとなどの特別な日に限られていた。ある

学者は、100 年前まで日本人はコメ食悲願民族だったといっている。 

明治以降も食料の絶対量は足りず、コメを当時の植民地だった韓国や中国か

ら移入していた。コメが主食となったのは戦後 60 年以来のことである。 

 

むかしから日本人の食事は穀類を主体とした主食とおかず（御物）の副食か

らなっている。「食料」と「食糧」という言葉があるが、「食料」は文字通りヒ

トが食べる魚や肉、果実や嗜好品まで含めた食品の総体を指す。一方、「食糧」

は芋類を含めた穀類などの主食となる食品を指す。ここでは主食となる「食糧」

に注目して国の文献を調べる。引用した国の調査資料は「食糧」に限定する。 

今(2008 年)から 100 年前というと、明治 41 年(1908)賢治 12 歳の少年期、わ

たくしの父母の幼年期に重なる。内務省は明治から大正にかけて 2 度にわたっ

て全国食料調査を行っている。 

 

初の食料調査は 1878 年(明治 11 年)地租改良事務局によるもので、次のよ

うに報告している。コメ・ムギ・アワ・ヒエ・ソバ・キビ・ダイコンなどが主

要食糧で、江戸時代に伝わった甘薯を加えて東北地方から九州まで農作して食

べられていた。コメは、農民にとってそれを売って必要なものを求める貴重な

商品だった。それ故、なるべくコメは売る方に回し、残ったコメに他の雑穀類

を混ぜて食べた。 

決められた収入で家計をやり繰りする主婦の重要な仕事は、どんな割合で他

の穀類をコメに混ぜるにかだった。富んでいるものはコメの割合が多く、貧し

いものはコメの割合が少なかった。一般に農家はコメ 3 に他を 7 位の割合で混

ぜていた。次に、コメにその他を混ぜる割合が比較的具体的になった 1917 年に
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調査結果を掲載する。 

 

全国食物調査 1917 年(大正 6 年)内務省衛生局保健衛生調査室 

 市部 市街地郡部 村落部 

北海道 
札幌･旭川･小樽は白コメ
飯、函館の一部にコメ7挽
割3の混食 

白コメとコメ麦の混食が
半々 、一部に薯粥 

9月-4月は馬鈴薯又は澱粉の団子、馬鈴薯の塩煮、玉葱を煮たものを
一日一食して主食を補い、粟・稗・玉葱・挽割麦とコメの混炊等を季
節により異なる。漁村は漁季はコメ飯。 

青森 
コメ麦混食、貧困者は白粥常食 
 

白コメ2麦又は栗8の混食、又は馬鈴薯の混炊飯。細民はコメ・粟混
炊又は白粥を常食。蕎麦粉を混入したソバ粥、蕪菜・馬鈴薯を入れた
粥。 

岩手 
コメ麦を常食とするも粟
稗を混入す。 

コメ麦に粟・稗・大根菜のカ
テ飯 

コメ・麦・粟・稗を常食とし、大根カテを四季用いる地方と特に冬季
間麦の代用に用いる所ある。コメ・粟・稗・麦に蕪・大角豆を入れた
粥。 

宮城 
大多数はコメ・麦。玄コメ・半搗コメは少数。 コメ麦を常食とするも、下層民はコメに粟稗混炊。11月-3月は刻大

根、5月-8月は馬鈴薯とコメの混炊。 

秋田 
大半白コメ食、一部麦粟混炊。 コメに粟・稗・大根・馬鈴薯・蕎麦混炊。 

山形 
白コメ食多く他は麦飯。 白コメに粟・稗・大根・馬鈴薯・蕎麦混炊。 

福島 
コメ麦混炊。 コメ麦混炊又はコメと粟・稗の混炊。季節により大根・菜葉・馬鈴薯・

甘薯・粟・栃実にて主食の一二割を補う。 

茨城 
上層の一部は白コメ飯、他はコメ7又は8に麦混炊。時々 ソ
バ・ウドン。 

コメ飯少数、コメ5分6分に挽割麦。夏は玉蜀黍、秋は1食甘薯、貧
困者は馬鈴薯・ソバ・ウドンの代用食、粟7コメ3の粟飯、稗5コメ
2搗麦3の稗飯、芋4搗麦3白コメ3の芋飯を主食とす。 

栃木 
中流以上はコメ飯、以下はコメに麦又は挽割を混入。 コメに麦又は4或は5混入。山村はコメに麦又は稗ｗｐ5或は6を加

う。 

群馬 
コメ飯、中流以下はコメ麦混炊。 上流はコメ麦混食、下流はコメ粒とらず、麦・粟・稗・玉蜀黍を主食

とし、小麦粉・蕎麦粉はウドン又は芋・大根・黍と混じ焼餅となす。 

埼玉 
コメ飯、一部はコメ麦混炊。 コメ飯・麦飯の他、麦粟等分若しくは麦5、粟3、玉蜀黍3の混炊。 

千葉 
コメ飯多く、農漁民・労働者はコメ6麦4の飯、又は南京コ
メ7内地コメ3の飯。 

コメ7麦又は挽割・潰麦3の混食。稀に南京コメ7に内地コメ3の飯。 

東京 
人口稠密なる町はコメ飯。他の町はコメ麦半々 か 7･3 の混
炊、コメは冷飯に大根・粟・葱を入れた雑炊、コメ又は麦と
甘薯の芋粥、麺と野菜のスイトン又は打入れ。 

コメ2麦8又はコメ7麦3の混炊とするもの多く、一部にコメ3粟7
の混炊。 

神奈川 
コメ飯、麦を入れるのは衛
生のため。 

コメ飯は6割他はコメ7麦3、
又はコメ4麦6の飯。 

コメ7に麦又は粟3の飯2割、他はコメ4か5に麦粟を混炊。一部の
村では白粥･粟粥(コメ7又は8)･小豆粥・芋粥に塩味を入れて常食。
或は甘薯のみを食い、小麦粉5ソバ粉5を熱湯でねり味噌醤油の味で
食う。 

新潟 
コメ飯を主とす、その6・7割は朝又は夕1回粥又は雑炊。 コメ麦の飯多く、下流の者は粟・稗・麦混入。大根の刻みたるものや

菜の雑炊又は白粥を用いる。 

富山 
コメ飯、コメ麦混炊は一部
分。 

コメ飯多く、甘薯豆腐粕を混
炊するもの、白粥食もあり。 

コメ飯多く、コメ麦混炊、屑コメ粉を粥にかき入れるもの、コメと青
芋又は大根を混炊するもの、甘薯、馬鈴薯を煮て食うもの。 

石川 
コメ飯、コメ麦混炊するもの。 コメ飯、コメ麦の飯。地域によりコメの粟・稗。甘薯を混炊す。山村

は蕎麦粉を湯にてかきて食い、冬季大根飯を食う村もある。 

福井 
コメ飯・コメ麦混炊。 コメ飯・麦飯・コメ6大根4を常食とするも、粟飯・稗飯・甘薯飯も

食す。 

山梨 
コメ飯、一部はコメ麦混
炊。 

上流はコメ飯、以下はコメ・
麦・粟混食。 

主として麦飯、大部分はコメと搗麦を等分のするもの、コメ3粟7、
又は粟のみの飯、麦7大根3又は甘薯3混炊、ウドンと蔬菜の煮込み、
玉蜀黍の糊状のものに芋・南瓜を混ぜ又は玉蜀黍を焼きたもの。 

長野 
コメ飯多く、コメに少しの麦を混入するものあり コメ麦を主食となすもコメに粟・稗・蕎麦を混入するものあり。 

岐阜 
コメ麦を主食とす。 コメに粟麦を配合。 

静岡 
コメ飯・コメ麦飯。 コメ麦の他にコメに甘薯・大

根葉を混炊。 
コメ麦稗の混食、里芋甘薯をむしてコメ麦の代用とす。 

愛知 
コメ麦・麦飯。一部には芋粥をする風あり。 コメ飯・麦飯・芋・粟・稗・黍を代用食とす。 

三重 
コメ飯・麦飯を主食とし、稀には甘薯の粥。 コメ麦を主食とし、甘薯・里芋・大根をコメに混炊、小豆・大豆を混

じた粥。 

滋賀 
大部分コメ飯、コメ8麦2の飯は一部分のみ。 大部分麦飯、ある村は朝食に白粥・茶粥、一部の農家は冬季間屑コメ

を半搗にして麦に代用す。冬季コメ7豆腐粕3の飯、大根を笹切にし
て麦飯に配合。 

京都 
コメ飯、稀に麦飯。朝1回
茶粥。 

コメ飯。麦飯、一部に地方は
冬季朝夕茶粥を冷飯にかけ
る。 

概して麦飯、冬季朝夕茶粥をつくり冷麦飯にかける。コメ5に大根葉
を混入さる大根飯・菜飯。 

大阪 
コメ飯、麦飯、一部は朝夕白粥・茶粥コメ7に芋野菜の飯。 コメ飯・麦飯を主食とし、一部は白粥・茶粥・芋粥。 
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兵庫 
大部分はコメ飯。コメ7麦
3の飯。 

大部分はコメ6麦4の飯。漁
民は冬芋粥をなす。 

コメ3-7麦7-3の飯が常食、季節によりコメに蔬菜、殊に蘿萄を細切
したるものを入れた雑炊・白粥を朝食とす、むしいもでコメ。麦の代
用。 

奈良 
コメ飯・麦飯が常食、芋粥・小豆粥も食う。 朝夕粥を食し、飯は昼のみ。粥は芋・小豆を混入す。 

和歌山 
主食はコメ麦であるが燃
料倹約のため麦を少なく
す。中流以下は朝茶粥、昼
は飯、有茶漬。 

朝茶粥、昼麦飯、夕は茶漬又
は茶粥、季節により芋粥。 

朝夕粥を食し、昼麦飯、秋から初春まで甘薯粥。芋少なき村は大根入
りの麦飯。 

鳥取 
コメ飯。麦飯を食するもの稀で芋粥 コメ麦粟甘薯が主食、農家では屑コメ粉に甘薯・里芋などを加工、焼

物(餅)として常食す。 

島根 
上流はコメ飯、下層はコメ麦の飯、 下層は白粥・芋粥蚕豆
の粥・茶粥を朝食とす。 

上流はコメ飯甘薯が主食。下層は白コメ2又は3に甘薯の混炊。甘薯
をむして補食。 

岡山 
中流以上及下層労働者はコメ飯他は麦飯・野菜飯・白粥・甘
薯粥。 

コメ飯・粟飯・甘薯・豆を混炊。下層者は甘薯を補助食とす。 

広島 
コメ食。麦飯僅少。 コメ食少く、コメ麦混合多し。 コメ3麦6甘薯1の飯。一部の村は粟とコメ混炊。甘薯をむして食う。 

山口 
コメ飯・麦飯・甘薯の粥 同上、朝夕は茶粥・芋粥。 コメ飯・麦飯・芋粥を食うもの多数。細民はコメに大根及び大根葉を

入れて雑煮とす。 

徳島 
コメ飯・麦飯稀に甘薯補食。 コメ飯・麦飯、12 郡は粟・稗混合。甘薯・馬鈴薯・玉蜀黍・蕎麦を

食う。 

香川 
コメ飯、一部コメ麦混炊。 同上の他コメ麦・甘薯を混炊

して飯、粥とす。むし芋。 
一部はコメ麦混炊、大部分は甘薯とコメ麦に混炊、又は甘薯粥・むし
甘薯。 

愛媛 
7割はコメ飯、他はコメ麦混炊。 同上の他山村は麦と甘薯を当分にして混炊、又は麦2に玉蜀黍混入。 

高知 
コメ飯、稀にコメ麦混炊。 コメ飯5、コメ麦飯2、麦・ソ

バ混食、其の他。 
コメ飯少し。コメ7麦又はソバ3.コメ8に麦其他混炊。甘薯を煮て
食いコメ其他と混炊。 

福岡 
大部分コメ飯、下層民はコメ麦混炊。 コメ7麦3或はコメ6粟4の混炊。甘薯。 

佐賀 
コメ飯6割、そのうち朝夕
粥2、夕粥3、三食飯1、
麦飯のもの4割。 

コメ・麦・粟・甘薯の飯・芋
粥。 

コメ。麦・粟・甘薯・蕎麦・玉蜀黍を主食とし配合は村による。朝夕
或は夕食に芋粥・茶粥・小麦のウドン・ソーメン団子。 

長崎 
大部分がコメ食、一部分はコメ麦・コメ粟混炊。 コメ5に麦・粟・甘薯のいずれかを混炊。甘薯は生で又は切干にして

コメに混炊。 

熊本 
上流はコメ飯、大部分はコ
メ麦・コメ粟混炊。 

コメ飯少なくコメ麦混炊 大部分はコメ麦・麦粟混炊。山村は黍・稗・麦又は小豆・ソバ・甘薯
のみを常食とす。天草郡は年中甘薯を常食し稀に麦飯。 

大分 
コメ・麦の飯なれども所により配合異なる。細民はコメに粟
混食、麺・ソバ。甘薯餅。 

コメ・麦・粟・稗・玉蜀黍・甘薯・蕎麦を主食とす。 

宮崎 
コメ・麦・粟 コメ・麦・粟・稗・玉蜀黍・甘薯を食し村により配合異なる。 

鹿児島 
コメ飯もあれども大部分はコメに麦粟混炊、コメと唐芋の混
炊。 

コメ・麦・粟・唐芋・蕎麦のうち二種混合するもの多し、朝昼唐芋の
み食するものあり。 

沖縄 
市部人の半はコメ飯、他は
甘薯常食。 

1/30はコメ、他は甘薯常食。 中流以上の家長・老人は二食又は一食コメ飯又はコメ粟の飯、他は甘
薯常食 

瀬川清子：日本人の食生活 講談社 

 

これをみると都市部と農村では、その他の雑穀にコメを混ぜる割合が格段の

違いのあることが分かる。同じ都市部や農村でも、富んでいるものと貧しいも

のではその割合に差がある。貧しいものは 低限の栄養を確保するために雑穀

の割合を増やし、富んだものはコメを主体の食事から魚や肉を取り入れた食事

へと内容を変えていった。このことは今も昔もかわりがない。現在でも開発途

上国の多くは、貧しさのために穀物主体の食事を摂っている。 

ヒエは冷害に強く、アワは旱ばつに強い穀物といわれている。ヤマセが吹く

岩手県では 1960 年代まで全国のヒエの 7 割までが生産されていた。特にダイコ

ンは冷害に強い救荒作物としてつくられた。明治政府は各市町村に、コメ・ム

ギ・ヒエ・アワ・キビ・マメなど食糧の備蓄を義務づけた。賢治の学生時代に

大根カテを食べていた学友に同情した話がでてくるが、当時の岩手の農村はほ
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ぼ上表のようなものであったと思われる。 

約 100 年前農業の機械化が始まる以前の、農村の食生活や農家の食事の回数

と量はどのくらいのものだったろうか。 

一般に記録に残った文書を元にした「食」の著作は数多い。この著者は柳田

門下の女性民俗学者(1895-1984)で賢治とほぼ同年に生を受け、全国を回り女性

の視点から文書に残らない農村実態を綿密に聞き取り調査している。 

 

一年のうちでも特に、春の彼岸から秋の彼岸に至るまではおやつのある季節で、

東京都下の八王子地方では｢オアサ｣(朝飯)、｢オチャ｣(午前十時頃の間食)、｢オヒル｣

(昼食)、｢オコジュウ｣(午後のオヤツ)、｢ヨーメシ｣(夕飯)がある。この地方は明治

時代農業と養蚕と機織を兼ねたからその労働量もすさまじかった。(合計 5 回注：森

松)幼稚な農業技術で耕作していた時代には農業一方でも容易ならぬ労働で、岩手県

下の村で｢アサナラス｣(午前四時)、｢アシャエ｣(朝飯で午前七時)、｢コビリ｣(午前十

時)、｢オヒル｣(午後一時)、｢アトコビリ｣(午後四時)、｢ユウハソ｣(午後八時)という

例もある。(合計 6 回：注森松) 

中略 

こうしたひんばんな食事は結局胃の腑に入る食物の総量如何ということになる。

どこでも純コメばかり食っているわけではないが、田植・麦こなし・稲刈・麦蒔の

頃の男子の食量は一日八合、冬の間は六合と概算している村がある。男子は一日八

合が普通であるが、夏秋の忙しい季節は九合乃至一升は入用であるという地方もあ

る。労働のはげしい季節には一人七、八合入用であるが、外働きをしない冬の季節

には四合でよい、食量と労働量は比例する。 

中略 

労働のはげしい春の彼岸から秋の彼岸までの間は「コビル」とか「オチャ」といっ

て午前午後のおやつを食うという風も農村の不文律で、一年を二分した二つの大き

な季節は労働量のうえにも、労働種目のうえにもちがいがあり、それに伴って休養

のしかたも食物摂取のしかたもかえていたのである。気候の変化にするどい注意を

はらいながら、作物の生長に伴った季節のある人間の生活、季節のある食生活だっ

たわけである。 

しかし、それはコメ俵を積み上げて片はしから食い崩すような豊かな食生活では

なかった。薯食はもちろんのことであるが、飯といっても雑穀や野菜の混合率が非

常に大きい。何といっても日本は豊かな国ではなかった。農繁期には働く人の胃袋

を充たすことに専念した農家の主婦たちは、農閑期である冬の間は食物の節約に努

力することを忘れない。春から秋までの農繁期問に、なるべくコメの飯を食わせる

ためには、冬中粥か雑炊を食って貰わなければならないというわけで、農家の主婦

は田植、稲刈のコメを確保するためにどんなに苦心苦労をしたかわからない。 

瀬川清子：食生活の歴史 講談社 

注：玄米と精白米のエネルギーはそれぞれ358kcal/100g,356kcal/100g、 

  コメ1合は約150ｇなので、コメ4合または8合当たりのエネルギーは 

  4合:4×150g×356kcal/100g=2,136kcal, 8合:2,136kcal×2=4,272kcal 
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歩く巨人といわれた民俗学者宮本常一が、食について分かりやすい文章で簡潔に

述べているので引用する。 

 

食物のうつりかわり 

食物もずいぶんかわってきています。 初日本人は、コメをほとんど食べてはい

なかったようです。貝塚の話を書きましたが、貝や木の実やけだものの肉などがお

もな食物であったと思います。それが二千年ばかり前から、田畠を耕して作物をつ

くることをおぼえ、コメやアワやムギやヒエなどが食べられるようになりました。 

コメは水さえあればつくりやすい作物だったので、低い水たまりのようなところ

に多くつくられました。しかし人は、そういうところにばかり住むことができませ

ん。水の乏しい野も、山のなかにも住みました。そういうところでは、アワ、ヒエ、

豆、サトイモのようなものが多くつくられました。コメは今のようにまっ白につい

て、水を入れてたく、ということがなかったのです。もみをとってくると、それを

臼でついてもみがらをとり、玄コメのままをコシキでむして食べたようです。だか

ら、ごはんはぼろぼろだったわけです。今、私たちのたべているものを、昔は「カ

タカユ」といいました。今でもめでたいことのあるときに、アズキを入れたオコワ

をつくるのは、ずっと昔のおコメのたべ方なのでしょう。 

宮本常一：ふるさとの生活 3 食物のうつりかわり 講談社学術文庫 

 

約 100 年前またはそれ以前の、日本人の食生活におけるコメの位置は神の座

にあった。民俗学者瀬沼清子や宮本常一、人類学者大貫美恵子の著作における

説明、またわたくしの父母や祖父母の時代、それ以前から語り継がれてきた記

憶もそれに近いものを伝えている。 
 
わたくしの妻の、母方の地元の有志が昔のくらしをまとめた資料に「むかし

の西太美の仕事」がある。これは約 100 年・それ以前の生活を地元の人が古老

から聞き取るなどしてまとめたもので、この中のⅣくらしと冠婚葬祭、2．食事

の項があり、これが当時の実態をよく記述しているので参考資料として巻末に

添付する。 
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第９章 現在の食生活における米の位置 

 

現在の町と村のくらしを概観すると次のようになる。 

町のくらし 

・戦後の経済復興、経済発展、高度成長にともなう産業界の要請により村か

ら町へ働き手が大量に移り、都市の人口が大幅に増えた。 

・むかしの大家族が崩壊して核家庭が多くなり、女性が職場に進出した。 

村のくらし 

・水田耕作地が減反などで半減して専業農家が減り、農家の約 90％が外に勤

めを持つ兼業農家になった。 

・農業の担い手が高齢化し、村の用水管理・山の手入れなどの共同作業や年

中行事などが行えなくなった。 

・耕作放棄地が増え、山が管理されてないため荒れだした。 

戦前の日本人の食生活は我が国の食生活は、伝統的な主食であるご飯を中心

に、魚や野菜、大豆から作る豆腐や納豆などの副食を食べるものだった。1940

年生まれのわたくしは少年時代、終戦直後の食糧難を経験している。父が戦死

し、母子 6 人が残された。生活の糧は小商いをすることだった。売れるものは

なんでも仕入れて売った。長女を頭に幼い兄弟 4 人は母の商売を手伝った。食

べ盛り子供をかかえた母は、商売の合間に遠い小矢部川の河川敷にわたし達を

連れ、リヤカーを引いて畑に通い南瓜や薩摩芋などをつくった。小学校に上が

ってからは脱脂粉乳の牛乳とコッペパンが給食にだされた。南瓜や大根が多く

入った飯やパン給食の味をいまだに覚えている、その後、少年時代・青年時代

を経て高度経済成長期を迎え、食生活は多様化しパン食が普及していった。戦

後から現在に至るまで日本人の食生活が激変した根源は、戦後復興時のアメリ

カの経済援助にさかのぼることができる。次の著書がその事情を物語っている。 

 
国務長官ジョージ・マーシャルは、ヨーロッパ諸国にていして「ヨーロッパ復興

計画」（通称マーシャル・プラン）を提案し実行に移された。大戦の戦禍を受け、国

土が荒廃し経済復興の目途すらたたないヨーロッパ諸国に対し、アメリカが経済・

食糧援助を約束して自立を促し、同時に自由主義陣営の拡大を意図したものであっ

た。ヨーロッパ全土で農地が荒廃し食糧生産が進まず食糧確保が難しかっただけに、

アメリカからの食糧援助は大きな救いとなった。この作戦は、戦後アメリカが食糧

援助を武器に味方陣営を拡大するという政策の第一歩となったのである。戦後心配

されたアメリカの農産物の滞貨は、この「マーシャルプラン」ではけ口を作ること

で回避できたのである。  中略 
アメリカは第二次世界大戦終了後、将来の余剰農産物の発生を予想し対策を練っ

ていた。あり余る余剰農産物を活用した食糧援助と引き換えに、自由主義陣営の一
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員としてその国の防衛力増強を義務付けようと図ったのである。 
戦後アメリカの各国への援助は、対外経済援助のちゃめの経済援助法（1948 年）、

軍事援助のための相互防衛援助法（1949 年）、技術援助のための国際開発法（1950
年）の三つの国内法によって経済、軍事、技術などの分野別に行われてきた。中略 

アメリカとして将来、余剰農産物の有力なはけ口としての日本を念頭においての

戦略だった。 
日本はこの協定締結の条件であった軍備増強の義務として、1953 年７月、警察予

備隊から成長していた保安隊をさらに格上げし自衛隊を発足させ、アメリカ軍事顧

問団を受け入れるなどしてアメリカの要請に応えた。戦後の大きな転換点となった

日本の自衛隊発足、再軍備化は、アメリカの余剰農産物が活用された見事な戦略で

あった。 
この時受け入れた小麦のことを通称、「ＭＳＡ小麦」というが、その小麦を国内で

消費するため、厚生省は粉食食奨励を「栄養改善運動」の柱にして、学校給食では

パンとミルクの給食を定着させ、パン食普及などに力を入れ、「近代的」な食生活推

進のために活動した。これは終戦直後の食糧難打開のための代用食としての粉食奨

励とは違って、積極的に粉食の優位性を説いた運動であった。粉食奨励とは主にパ

ン食の普及で、この頃から日本の食生活の中にパン食が入り込んでいった。 
主食がパンということになるとおかずは味噌汁、漬物というわけにはいかない。

どうしても牛乳、肉類、油料理、乳製品という欧米型食生活になる傾向がある。そ

れらの食材の供給元であるアメリカの狙いもそこにあった。 
日本人に米に代わってパンを食べさせれば、自然とおかずは肉類、牛乳など洋風

の食生活へ向かう。アメリカは将来を見据えた長期の戦略を立てていたのである。

しかし同時にこれは当時厚生省や栄養関係者が等しく歓迎した流れでもあった。パ

ン食や動物性蛋白質、油脂類の摂取増は「栄養改善運動」の基本で、そういう食生

活こそ望ましいと考えていたのである。つかり日米が共
、、

に
、

望んだ
、 、 、

食生活の変化だっ

た。高蛋白、高脂肪、高カロリーの芽な、アメリカの援助小麦の裏づけがあって生

まれたのである。中略 
特に小麦農家の心配どおり日本の小麦輸入は以降飛躍的に高まり、現在九割以上

をアメリカをはじめカナダ、オーストラリアなどからの輸入に頼っている。安価な

外国産小麦の大量流入で、太刀打ち出来ない小麦生産農家は生産意欲をなくしたの

である。その裏にはアメリカ側の市場開拓費による小麦製品の大々的な宣伝活動が

あったことは銘記すべきである。 

鈴木猛夫：「アメリカ小麦戦略」と日本人の食生活 藤原書店 

 

日本の古いものとは、稲作伝来から約 2 千数百年間、日本人がコメづくりに

よって培ってきた日本文化の総体、すなわち、先祖、大家族、家族労働、一家

だんらん、質素倹約、ものを大切にする心、思いやり、礼儀、近所付き合い、

ふるさと、地域社会、結い(共同作業)、農山村風景、自然、神仏、生活一般の

歳時記（年中行事や風物などを四季に列挙し解説を加えた書）などを指す。 

わたくし達の世代は幼いころ、農家のご苦労を思いやり、食物に感謝し、も

ったいないということを父母や祖父母から繰り返し教え込まれた。今や、幼い
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ころの教えをすっかり忘れている。それでも地域の顔の分かる農家がつくった

農産物は感謝して食べることができる。しかし、どんな顔がどんなつくり方を

しているかも分からない輸入農産物は感謝して食べることができるだろうか。 

食が荒れると、人・家庭・社会が荒れる。山村が過疎化して担い手が減ると

山林や田畑が放棄される。その結果、管理されない山林が荒れ洪水が起きやす

くなり、また木の実などが減り、獣も町に下りてきて田畑の農産物を荒らす。 

人類学者大貫美恵子は、近年まで持ってきた日本人のコメへのこだわりと、

西欧の小麦、パンへの思いとの比較について、簡潔に次のようにいっている。 

 

西欧のユダヤ・キリスト教文化圏において、小麦、パンは、キリストの身体の隠

喩であるが、日本文化におけるコメに匹敵するほどの美的価値はもたない。この差

異は日本のコメが神そのものであるのに対し、西欧のそれは、それ自体が神格化す

ることがない。             大貫美恵子：コメの人類学 岩波書店 

 

その結果、コメは「神」の座から転落し、コメはムギ(パン・ウドン)などと

共に主食の選択肢の一つになった。 

日本人の胃袋をパンに象徴される外来食文化に明け渡したため、コメを中心

とする日本の伝統食文化が衰退した。食は体と心を養いくらしの中心である。

戦後復興時のアメリカの経済援助、その後の経済再建他について西欧と日本と

の違いをまとめると次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、日本人のこころの DNA 

 

 

 

 

国は領土と国民と主権で構成される。領土のすみずみに主権が及んでいる国

を独立国という。領土内に主権が届かない部分のある国は主権国家といえない。 

西 欧 
戦勝国ではあったが、ナチスドイツ

によって国土が蹂躙され多数の人命

や財産が奪われ、国力は疲弊した。ア

メリカの経済援助を受けたが、成長至

上・効率重視の価値観までは受け入れ

ずに経済を再建した。 
古いものを壊さないで大切にする

価値観・伝統文化を保持。新大陸より

もはるかに歴史が長い。伝統文化に誇

りを持ち、次世代に伝えている。 
現在、アメリカとは一線を画し、経

済・軍事面で欧州連合(EU）を結成し

て対抗している。各国とも殆ど食料は

他国に依存していない。 

日 本 
空爆で本土を攻撃され敗戦。多数の人

命財産が奪われ、国土は疲弊。新憲法で

戦争放棄を宣言。アメリカの経済援助を

受け入れ、同時に成長至上・効率重視、

大量生産・大量消費・大量廃棄などの価

値観を無条件に受け入れ、官民総力を挙

げて経済を再建、経済大国になった。 
古いものを大切にする価値観・伝統文

化をいとも簡単に捨てさった。その結

果、経済優先、もの・金にはしり、社会

全体に道義・道徳観が希薄になった。 
現在、軍事・経済面でアメリカと緊密

な関係を維持し、やや国に自主性が欠け

ている。食料は 60％以上を海外に依存。 
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第１０章 国家安全保障と食料主権 

 

世界人権宣言 
第 3 条 

 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

第２５条 

1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康

及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の

死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

国際人権規約 

（1966 年 12 月 16 日国際連合第 21 回総会において採択） 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約） 

（1979 年 8 月 4 日条約第 6 号 発効 1979 年 9 月 21 日）  

第１条 

１ すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、

その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に

追求する。 

２ すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際

法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分す

ることができる。人民はいかなる場合にも、その生存のための手段を奪われること

はない。 

３ この規約の締約国（非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含

む。）は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び

自決の権利を尊重する。  

第６条 

１ この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため

適当な措置をとる。この権利には、すべての者が自由に選択し又は承諾する労働に

よって生計を立てる機会を得る権利を含む。 

２ この規約の締約国が１の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、個人

に対して基本的な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、社会

的及び文化的発展を実現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び

職業の指導及び訓練に関する計画、政策及び方法を含む。  

第１１条 

１ この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を

内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべ

ての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置を

とり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認め

る。 

２ この規約の締約国は、すべての者が飢餓から免れる基本的な権利を有すること

を認め、個々に及び国際協力を通じて、次の目的のため、具体的な計画その他の必

要な措置をとる。 
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(a) 技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に関する原則につい

ての知識を普及させることにより並びに天然資源の も効果的な開発及び利用を達

成するように農地制度を発展させ又は改革することにより、食糧の生産、保存及び

分配の方法を改善すること。  

(b) 食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世

界の食糧の供給の衡平な分配を確保すること。 

日本国憲法第二十五条 

すべて国民は、健康で文化的な 低限度の生活を営む権利を有する。 

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及

び増進に努めなければならない。 

 

国際人権規約は、国連総会にて 1948 年 12 月に反対ゼロで採択された世界人

権宣言の精神を実効性があるものとして具体化したものである。日本国憲法に

も人権宣言の精神が盛り込まれている。世界人権宣言と日本国憲法は、すべて

の人は生まれながらにして生活する権利があることを認めており、国はこれを

保障しなければならないとしている。生活するためには食べること、すなわち

安全な食料が備蓄を含め安心できるように確保されていなければならない。 

また、国際人権 A 規約は食料安全保障が国として譲れない権利として国際的

に認めおり、その前提として第１条１にて「すべての人民は、自決の権利を有

する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並

びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。」としている。こ

のように、国は国民の食料確保において重大な責任を負っており、他国に依存

することなく自給することは国際的な権利として認められている。ｼﾞｪｰﾑｽ・R・

ｼﾝﾌﾟｿﾝは著書「これでいいのか日本の食料」にて、日本および日本国民がもっ

と、国際的に基本的な権利（食料主権）として主張すべきであるとしている。

食料主権が異常に侵害されている現状について、常識的に考えてもおかしいと

外国人が心配している。国の自決権や食料主権は当然の権利であり、国家安全

保障上の根幹である。これらについて国は国際的にもっと主張してよいと思う。 

食料主権について、米国内向けにブッシュ大統領の本音の発言がある。 

 

「食料自給は国家安全保障の問題であり、それが常に保障されているアメリカは

有り難い。食料
、 、

を
、

自給
、 、

できない
、 、 、 、

国
、

を想像できるが、それは国際的圧力と危険にさら

されている国だ。」 

鈴木宣弘：農のミッション－WTO を超えて 全国農業会議所 

 

本文では日本の主張が直接的に国際社会に伝わるように「食料自給率の向

上」を「食料の海外依存度の引き下げ」と言い換えた。また「食料主権」は

1996 年ﾛｰﾏで開かれた食料ｻﾐｯﾄに並行して開催された NGO ﾌｫｰﾗﾑが初出。
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第１１章 農林水産省資料にみる食料をめぐる食生活の実態 

 
１１．１ 食料・農業・農村白書・米をめぐる現状 平成１９年度 

 

農林水産省の「平成１９年度食料・農業・農村白書」、「平成１９年度米をめ

ぐる現状」は国及び国民生活の実態を赤裸々に表している。 

 

(参考)米の全体需給の動向 

コメの生産量は 1967 年・1968 年、1975 年・1977 年、1984 年 1986 年 1994 年

にそれぞれ絶対量は減りながらピークを記録し、それにつれて総需要量が減っ

てきた。1970 年は余剰米が出ないように史上初の生産調整が始まった年である

これ以降、「食管法」「食糧法」の改正、自主流通米制度が導入されていった。 

 

米の消費量の推移 

1962 年から 2006 の 44 年年間の注目すべき変化 

現在、コメの消費が減りコメが余るとして、農林水産省は農家に対して減

反・生産調整を割り当てている。 

・一人当たりのコメの消費量・総需要量 

・生産量 

・政府米在庫量（備蓄量が激減） 

 

水稲の作付面積・収穫量の推移 

コメの需要の減少を受け、水稲の作付面積と生産量は半減した。 

 

コメの生産目標数の推移 

米粉パンの普及状況 食糧用小麦の用途別需要 

 

供給熱量の推移（一日当たり） 

供給熱量に占める主食的食料の割合は減少傾向が続き、その反面副食的食料

の割合が増加した。特に、油脂類・畜産物の増加が著しい。 

 

家計における主食的食料費の構成割合の変化 

米類が減った分、パンが増え、めん類が約 6％位増えた。 
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１１．２ 食料海外依存の現状 

 

シカゴ相場の推移・世界穀物需給の推移 

1970 年代は、オイルショック以降の穀物相場の上昇を受けて供給が過剰にな

り、期末在庫量が増加。1985 年以降は、一時的な不作等により生産が需要を下

回る場面もあったが、概ね在庫水準は高位で安定。2000 年以降は、一時的な豊

作による在庫の回復があるものの、需要が生産を上回り、在庫量は急激に低下。 

 

BRICs 等の経済発展による穀物需要の増加 

近年、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国や開発途上国で経済発展

が続いており、これに伴い、肉類、油脂類の消費が増加するなど、食生活が変

化。特に人口超大国である中国とインドの食料需給の動向が重要。中国では、

消費が増加する中、2000 年度以降、在庫の取り崩しを行ってきた結果、2006 年

度の期末在庫水準が 2000 年度に比べ、約 3 割まで低下、通常時は食料輸出国で

あるか、一度不作になると一転して輸入国になるなどの不安定要素を持つ。 

 

食の外部化の進展とともに食料品等の輸入が増加 

主な食料の品目別輸入率の推移・野菜の国内生産量と国内消費仕向量・食料

品等の輸入額とうち加工食品類の割合 国内生産が減って輸入される食品が急

増している。1992 年より政府はコメの輸入はミニマムアクセス（ 低輸入量）

として国内消費量の約 3％まで低関税で輸入を受け入れた。 

 

食生活の変化が食料の海外依存の長期的な低下に影響 

1965 年～2006 年 41 年間の推移をみるとコメ以外の輸入が大幅に増えている 

 

世界の食料需給をめぐる状況が大きく変化・世界のﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ生産量の推移 

これまでの食料が余剰気味だったのもが、世界人口増に伴う需要の急増やバ

イオ燃料への仕向けなどが加わり、一転して不足気味になってきた。 

 

主な輸入農産物の生産に必要な作付面積は、我が国の耕作面積の 2.7 倍 

外国の土地や水を使って、日本人が食べる食料をつくってもらっている現状。 

 

過去に起きた不作の事例 

地球温暖化の進展 

近年、温暖化が加速度的に進行している。 
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１１．３ 食品ロスの実態 

 

供給熱量（食料需給表）と摂取熱量（国民健康・栄養調査）の推移 

家庭でのロス、食品産業のリサイクル資源の変化 

<第１家庭での食品ロスの実態> 

<第２食品産業のリサイクル資源の実態> 

 

2004 年(H16)の供給熱量と摂取熱量の間に 718kcal という大きな差があり、こ

れが廃棄された食品に相当する。 

「米の全体需給の動向」によるコメの生産量によると、戦後 1963 年の生産量

は 1341 万ﾄﾝで史上 大だった。2007 年の生産量は 870 万ﾄﾝ。 

一方、全食品廃棄量はコメの生産量

の約 2.5 倍。特に家庭系の廃棄量はコ

メの生産量の約 1.4 倍。 

 

 

 

2008 年 4ch 映像ﾗｲﾌﾞﾗﾘ:Web 農林省ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞを一部加筆 

食品廃棄量 
食品廃棄量 

ﾘｻｲｸﾙ率 

家庭系 1247 万ﾄﾝ 57％ 1.1％ 

事業系 523 万ﾄﾝ 24％ 

産業廃棄物 419 万ﾄﾝ 19％ 
50％ 

年合計 2189 万ﾄﾝ 100％  
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第 1２章 現代の貧困と飢餓 

 

まず現代の貧困と飢餓の実態について、ジェレミー・シーブルック（女性

ジャーナリスト）は自らの体験と現場調査を踏まえ、女性の視点で「世界の貧

困」を著した。次にその主要部分を引用する。 

寸描 

貧困状態で生活している人間の数はよく知られている。だが、数字は物語っている

のと同じだけ多くのことを隠蔽しているのである。 

 世界で8億4千万人以上が栄養不良の状態にある。 

 毎年600万人にのぼる5歳未満の幼児が栄養失調で死んでいる。 

 世界で12億人の人々が1日1ドル未満で生活している。世界の人口の半分が1日2

ドル未満で生活している。 

 世界で も豊かな1％の人たちの収入は 貧57％の収入の合計に等しい。 

 発展途上国では1000人中91人の子供が五歳未満で死んでいる。 

 年に1200万人が水不足のせいで死んでいる。2億人が浄水を手に入れることがで

きず、24億人が適切な衛生設備なしで暮らしている。 

 4000万人がエイズに羅患している。 

 発展途上国の1億1300万人以上の子供が基礎教育を受けていない。そのうち60％

は女児である。 

 女性は今でも、貧困の 下層に置かれている。絶対的貧困層の70％は女性である。 

 女性は世界の労働時間の3分の2を働き、世界の食糧の半分を生産しているにもか

かわらず、世界の所得の10％しか稼いでいないし、世界の資産の1％未満を所有

しているにすぎない。 

 発展途上国全体の人口の5分の1近くが40歳を越えるまで生きられない。シエラレ

オネは世界で も平均寿命が低く、およそ38歳である。これは、日本（80歳に達

している）の半分以下である。 貧国で生まれた子供の20％が5歳未満で死亡し

ているのに対し、 富裕国では、5歳未満で死ぬ子供は1％に満たない。 

 先進工業国で寿命が延びているのは公衆衛生、環境衛生の目覚しい改善、とりわ

け衛生設備と水質の改善の結果である。このことは生活水準の向上、栄養と住宅

環境の改善とあいまって、豊かな世界に病気の新たなパターンを生み出した。伝

染病や飲料水媒介の病気から心臓病や癌などの慢性疾患へと変わってきたので

ある。南の国々の特権階級の間にも、同様の変化の兆候が見られる。だが、 貧

の人たちは今でも、19世紀初頭のイギリスで一般的だったような種類の病気の犠

牲になっている。 

 南の世界では、寿命の延びと幼児死亡率の低下はわずかである。衛生設備の改善

はまだ不十分である 

 （世界で28億人が十分なゴミ処理システムなしに暮らしている）が、数字が多少

よくなったのは、安価な薬が入手できるようになったこと、とりわけ抗生物質と

経口補水塩療法のおかげである。 

 欧米の「発展」への道筋が世界中で繰り返されるのが当然と考えるべきではない

だろう。イソド、中国、ブラジルあるいはインドネシアの政府にとって、豊かな

世界の保健インフラを作り出した莫大な公共支出の実施は、近い将来には不可能
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と思われる。 

 

貧困から這い上がる 

 欧米流の富の創造のパターンを採用すれば、世界中のほとんどの国が欧米と同じ

ように豊かになれると、長いこと思われてきた。しかし、 近では、とりわけ地

球規模で富が増大していることを考えた場合、なぜいくつかの国や地域は絶対的

貧困の状態におかれた人間の数を減らすことができないのか、という問題が提起

されるようになった。 

 

大きな分断 

 世界で も富裕な200人の資産は世界人口の総年収の41％以上にのぼる。 

 ビル・ゲイツ、ブルネイ国王、ウォルトン家（ウォルマート） の三家族の財産

を合わせると1350億ドルになる。これは世界の 貧国で生活する6億人の年収の

合計に等しい。 

 国連の人間開発指数によれば、世界人口の 富裕層20％は 貧層20％の150倍の

富を得ている。1960年には、全世界の収入に対する 貧層20％のシェアは2.3％

だったが、1991年には1.4％へと減少している。 

 200年も昔の産業革命以来、貧民の置かれた状態は政策立案者たちにとって主要

な関心事であり続けたことを考えるならば、これは驚くべきことかもしれない。

「国際社会」が関与してきた貧困削減戦略の進むべき道を示すというこのUNCTAD

の報告に、われわれは何か新しいラディカルな考え方があるかもしれないと期待

した。だが、優れた洞察も、新機軸もそこには欠けていることがわかった。 

 「中心となるメッセージは、持続する経済発展を通じて、後発発展途上国におけ

る極貧を急速に減少させるための大きな、しかし現在は過小評価されている機会

が存在するということである」としか言っていない。 

 報告は、20億人以上が、その政府が無償援助や債務救済を得るために貧困削減戦

略書を準備している国で暮らしていると述べている。さらに続けて、「貧困削減

戦略の計画へのもう一つのアプローチとして、成長を指向するマクロ経済政策を

通じて平均家庭の生活水準を二倍にするというものがある。国内生産能力をつけ、

グローバル経済への戦略的統合を図るのである……」という。言い換えれば、世

界における貧困削減の唯一の処方箋は変わっていない、つまり経済成長しかない、

ということである。 

 

貧困を確認する一般に用いられている方法 

消費 

 世界人口の 富裕層5分の2が世界の肉・魚の45％を消費している。 貧層5分の1

の消費量は5％である。 

 富裕層5分の1が総エネルギーの58％を消費している。 貧層五分の一の消費量

は％未満である。 

 富裕層5分の1は世界の電話の74％を持っており、 貧層5分の1は1.5％である。 

 富裕層5分の1は紙の84％を消費し、 貧層20％の消費量は21％である。 

 富裕層5分の1は世界の車両の87％を所有し、 貧層5分の1が所有するのは1％
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未満である。 

 

識字能力 

 世界には10億人の読み書きできない成人がいる。その3分の2は女性である。その

98％が発展途上国で生活している。 

 読み書きできない人々の52％はインドと中国にいる。 

 サハラ以南のアフリカで、小学校の在籍者数は1980年の58％から50％へと減少し

ている。 

 後発発展途上国では45％の子供が就学していない。 

 識字率が55％未満の国の1人当たりの所得は平均600ドルである。 

 識字率が55％から84％の国の1人当たりの所得は平均2400ドルである。 

 識字率が85％から95％の国では、所得は3700ドルに達する。 

 識字率が96％以上の国の所得は12,600ドルにのぼる。 

寿命 

 富裕国では平均寿命は1950年に67歳だったのが、1995年には77歳まで延びた。 

 発展途上国では同じ期間に40歳から64歳へと延びた。 

 後発発展途上国では36歳から52歳へと延びた。しかし、アフリカの大部分の地域

では、HIV・ｴｲｽﾞのため平均寿命は再び低下している。 

 1950年には、発展途上国で生まれた1000人の子供のうち287人が五歳未満で死亡

していた。1995年にはその数は90人へと減少している。 

 

貧困はいくらかを欲し、贅沢は多くを欲し、強欲はすべてを欲する セネカ 

ｼﾞｪﾚﾐｰ･ｼｰﾌﾞﾙｯｸ：世界の貧困 青土社 2005 年 

 

ミレニアム開発目標、MDGs:Millennium Development Goals）とは、2000 年 9 月の 

ニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム

宣言と、1990 年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目

標を統合して一つの共通の枠組みとしてまとめたものをいう。 
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貧困と飢餓 

地球上では5人に1人が1日1ドル未満の所得で生活をし、7人に1人が慢性的な飢え

に苦しんでいる。またもっとも裕福な1％の人々が、もっとも貧しい57％の人々と同

じだけの所得を得ています。所得貧困により、十分な栄養を得られない、適切な教

育や保健医療を受けられない、安定した職を得られないという困難に多くの人々が

苦しんでいます。 

 

世界の貧困者の割合は減少 

地球上の5人に1人に相当する12億人を越える人々が、1日1ドル未満で暮らしてい

ます。1990年代に、1日に1ドル未満で暮らす人の割合は30％から23％へ低下しまし

た。 

極度の所得貧困者数が全人口に占める割合を見る

と、サハラ以南アフリカがもっとも高く、その率は90

年代にさらに増加しました。また東欧、とくに中央ア

ジア諸国の多くでも、貧困率が大きく上昇しています。 

さらにこの地域での極度の貧困ラインをより実態

に見合った1日2ドル未満とすると、1990年代に全地域

での割合、実数とも3倍を超えて増加します。一方で

東アジア・太平洋諸国でのその割合は目標を達成出来

るペースで減少しています。 

 

同じ国内でも所得の不平等が存在 

国際的に所得貧困の格

差が存在するのと同時に、

国全体の所得の大小に関

わらず、国内でも地域間、

グループ間で不平等が存

在しています。例えば中

国では目標の達成度が全

般的に高い一方で、ここ

数10年の間に、沿岸部と

内陸部との間で経済的・

社会的な発展が大きく隔

たっています。大都市お

よび大規模港のある沿岸

地域では1990年代の年間

成長率13％で、 も経済

成長の遅い内陸の北西部

と比較して5倍の成長率

となりました。その影響

で所得・教育・保健医療

面で見と、中国でミレニアム開発目標（MDGs）を達成できるのは、ほんの一部の地
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域だけとなる見通しです。 

 

市民参加が貧困を改善 

ブラジルのポルトアレグレ市では、1988年から参加型予算編成を導入し、市の収

入から人件費を除いた事業費の8割を、市内16のコミュニティが運営しています。そ

れによって公共政策の立案と評価への市民の参加が増加、貧困地域の活動に市の資

金配分がなされ、人々の生活も向上しています。水を利用できる市民の割合は、1989

年の49％から1996年には98％に上昇しました。また同じ時期に、初等又は中等教育

に入学した子どもの数は2倍になりました。中心部から遠く離れた地域へも、交通圏

蘭が拡張され、道路や住宅なども整備されました。そして行政の透明性が高まった

ため、税収が48％も増加しました。 

 

経済成長と貧困削減との関係 

極度の所得貧困におかれている減少した東アジア・太平洋地域では、1990年代に

他の地域に比べ高いレベルでの経済成長を達成しています。経済成長は各世帯の所

得貧困を緩和し、政府収入を増大させます。それを保健医療、教育・衛生、貧困者

の土地取得および経済資産を得られる機会拡大・技能習得など、貧困削減のための

投資に使うことで、国全体での経済戌長が所得貧困の解消につながります。一方で

経済成長が達成されても、所得が公正に分配

されず国内の所得格差が広がっている国もあ

ります。経済成長の貧困層への還元が貧困削

減の鍵となります。 

 

栄養摂取量が必要 低限のレベル未満の人

口変化には地域差がある 

世界中で見ると、栄養不良者の割合はゆっ

くりと低下していますが、その人数は増加し

ています。世界中で8億4000万人の人々が栄養

不良であり、そのうち1100万人が先進国に、

3000万人が東欧・CIS諸国に、7億9900万人が

途上国に住んでいます。 

南アジアでは4人に1人が、サハラ以南アフリ

カでは3人に1人が栄養不良です。インドは2
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億3300万人の世界 大の飢餓人口を抱えています。 

途上国全体では、1990年代に栄養不良の人口が2000万人減少しました。うち中国

で8000万人が減少しており、インドネシア、ベトナム、タイ、ナイジエリア、ガー

ナ、ペルーでも著しく減少しました。これにより、人口割合では21％から18％へと

変化したことになります。しかしそれ以外の途上国47カ国では減少は停滞しており、

25ケ国では逆に増加しています。 

 

貧困の悪循環を断ち切る支援 

2002年、ケニアは10年に1度といわれる大規模な旱ばつに襲われ、自家用の食料を

収穫できなかった上に種まき用の種子も食べつくしてしまうほど食料不足になりま

した。食料を貰うための収入を得ようと学校を辞めて働く子たちが急増しました。 

国際協力NGOのワールトビジョンは、早魅対策の貯水池の整備や農業用水路の敷設

設を行い、農業生産による所得を安定・向上させるための支援を行いました。それ

により、安定した水供給が可能となり、再び早魅等に襲われても対応できるように

なりました。同時に診療所の設立をするなど保健衛生に力を入れることで、就学状

況の向上が見られるようになりました。 

 

5歳未満の低体重児の割合 

5歳未満の低体重児の割合は、主に東アジアが向上した関係で、劇的に改善しまし

た。しかし南アジアでは依然高い割合に苦しんでおり、サハラ南アフリカではこの

10年間ほとんど変化がありませんでした。また絶対数で見ると、途上国全体では90

年代初頭に1億7700万人だったのが2002年には1億5300万人まで減少しましたが、中

国を除くほかの地域では増加しています。子ども時代の飢餓は精神的肉体的成長に

悪影響を及ぼし、学習や労働能力を損ねます。大人になったあとも、栄養不良のた

め比較的小さく細い体であったり病気がちであることから、長時間・長期間働くこ

とができるほかの人たちよりも、収入が低いという調査結果も出ています。 

 

なぜ飢餓がおこるのか 

世界中で8億人を超える人々が飢餓状態にある一方で、世界の穀物生産高は全人口

の2倍の人口を養うことのできる量になります。世界で生産される食料を全て平等に

分配すれば、全ての人が1日に2760カロリーを消費できるといわれています。 

飢餓の原因は、単に食料供給が不足しているということではありません。貧困の

ために食料を買うことができない、耕地の環境が悪く農業生産量が少ない、土地な

し農民である、紛争により農業生産や輸送、販売が絶たれる、清潔な水や医療など

生活に必要な設備が整っていない、などのさまざまな理由で食料へのアクセスが不

足していることが原因です。2002年に極端な食料危機に苦しんだ21ケ国のうち15カ

ケ国では、紛争や過去の紛争の影響がその引き金でした。また自然災害や農産物の

国際価格の変動が、飢餓状態を悪化させたこともあります。しかしこうした飢餓の

被害は全ての人に等しくふりかかるのではなく、ある特定のグループ、貧しい人や

土地なし農民、女性に特に影響を及ぼします。 

MDGs(ミレニアム開発目標)：Web 
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MDGs は、2015 年までに達成すべき目標として 8 つの項目を掲げている。 

 

１．極度の貧困と飢餓の撲滅 

 ターゲット 1：2015 年までに 1 日 1 ドル未満で生活する人口比率を半減させる。   
 ターゲット 2：2015 年までに飢餓に苦しむ人口の割合を半減させる。  

２．普遍的初等教育の達成 

 ターゲット 3：2015 年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課

程を修了できるようにする。  
３．ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上 

 ターゲット 4：初等・中等教育における男女格差の解消を 2005 年までには達成

し、2015 年までに全ての教育レベルにおける男女格差を解消する。  
４．幼児死亡率の削減 

 ターゲット 5：2015 年までに 5 歳未満児の死亡率を 3 分の 2 減少させる。  
５．妊産婦の健康の改善 

 ターゲット 6：2015 年までに妊産婦の死亡率を 4 分の 3 減少させる。  
６．HIV／エイズ、マラリアその他疾病の蔓延防止 

 ターゲット 7：HIV／エイズの蔓延を 2015 年までに阻止し、その後減少させる。   
 ターゲット 8：マラリア及びその他の主要な疾病の発生を 2015 年までに阻止し、

その後発生率を下げる。  
７．環境の持続可能性の確保 

 ターゲット 9：持続可能な開発の原則を各国の政策や戦略に反映させ、環境資源

の喪失を阻止し、回復を図る。  
 ターゲット 10：2015 年までに、安全な飲料水と基礎的な衛生施設を継続的に利

用できない人々の割合を半減する。  
 ターゲット 11：2020 年までに 低 1 億人のスラム居住者の生活を大幅に改善す

る。  
８．開発のためのグローバル・パートナーシップの推進 

 ターゲット 12：開放的で、ルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易

及び金融システムのさらなる構築を推進する。（グッド・ガバナンス《良い統治》、

開発及び貧困削減に対する国内及び国際的な公約を含む。）  
 ターゲット 13： 貧国の特別なニーズに取り組む。  

１ 貧国からの輸入品に対する無関税・無枠  
２重債務貧困国に対する債務救済及び二国間債務の帳消しのための拡大プログ

ラム  
３貧困削減に取り組む諸国に対するより寛大な ODA の提供を含む）  

 ターゲット 14：内陸国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む。（バル

バドス・プログラム及び第 22 国連総会の規定に基づき）  
 ターゲット 15：国内及び国際的な措置を通じて、開発途上国の債務問題に包括

的に取り組み、債務を長期的に持続可能なものとする。  
 ターゲット 16：開発途上国と協力し、適切で生産性のある仕事を若者に提供す

るための戦略を策定・実施する。  
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 ターゲット 17：製薬会社と協力し、開発途上国において、人々が安価で必須医

薬品を入手・利用できるようにする。  
 ターゲット 18：民間セクターと協力し、特に情報・通信分野の新技術による利

益が得られるようにする。  
MDGs(ミレニアム開発目標)：Web ｳｲｷﾍﾞﾃﾞｨｱ百科事典 

 

以上、女性ジャーナリストのｼﾞｪﾚﾐｰ･ｼｰﾌﾞﾙｯｸの「世界の貧困」、国連がすすめ

ているミレニアム開発目標 MDGs とから主要部分をそれぞれ引用した。また、第

９章９．１では食品ロスの実態を取り上げた。いずれも、出所は国連や政府機

関が発表している資料に基づいている。 

 

日本の飽食 

日本の食品ロスの実態をみると、総食品廃棄量 2189 万ﾄﾝ、家庭系 1247 万ﾄﾝ、

事業系 523 万ﾄﾝ、産業廃棄物 419 万ﾄﾝ。国内農産物総生産量 2925 万ﾄﾝ（農林水

産省統計部 2006 年度公表値）、コメの国内生産量（2007 年度）870 万ﾄﾝ。現在、

海外から輸入する農産物の作付面積が国内のそれの 2.7 倍あることから、輸入

農産物総生産量は国内農産物総生産量 2925 万ﾄﾝ×2.7=7898 万ﾄﾝになる。（この

試算は海外農産物輸入量のﾃﾞｰﾀがみつからないために行った） 

 

（総食品廃棄量÷（国内農産物総生産量＋輸入農産物総生産量）） 

=国民に供給している全農産物総生産量に対する総食品廃棄量の割合=約 20％ 

 

むかしは食べ物を粗末にするなと教えられ、食べ物を捨てると罪の意識があ

ったが、現在は捨てることに抵抗がなくなってしまった。家庭・飲食店はいう

に及ばす、旅館・ホテル、結婚式場などは食べきれない食物が惜しげもなく捨

てられている。 

農産物の内訳は穀物、野菜、魚介類、畜産物果物、油脂類、いも類、果実類、

砂糖類など、調味料、アルコール類の加工品は含まないものとする。また、輸

入農産物には畜産物類に与えるトウモロコシなどの穀物が含まれている。 

 

供給全農産物総生産量(1 億 823 万ﾄﾝ)÷日本の総人口(1 億 2768 万人) 

=日本人 1 人当たり 1 年間に供給されている農産物量約 848kg 

 

現在の日本人は、約 100年前の穀類約 150kgと野菜、わずかな魚介類で約 200kg

を食べていた日本人に比べ、1 年間に供給されている農産物の量は 4 倍以上にな

っている。 
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世界の不公平 

穀物だけに特定すると、9.2 食料海外依存の現状の世界の穀物需給の推移より

2008 年 21 億 9500 万ﾄﾝ、期末在庫 16.9％。これで十分かどうか。 

 

総穀物量(21 億 8500 万ﾄﾝ)÷世界人口(67 億 1200 万人) 

=世界平均にて 1 人当り 1 年間供給可能な穀物量約 325kg 

 

現在、公平に分配すれば全ての人の食料が足りているにも拘らず、世界中で

約 8 億人が穀物の分配量が少ないために栄養不良で飢餓状態になっている。先

進国の飽食と後進国の飢餓が共存している。国連はミレニアム開発目標 MDGs に

て、2015 年までを目途に 8 つの目標を掲げて飢餓対策を行うこととしている。 

 

約 150 年それ以前の昔、日本で起きた飢饉による飢餓がおきた。現在、世界

で約 8 億人以上が同様の状態におかれている。昔の日本は食料や物質面では貧

しかった。現在の世界は科学技術の飛躍的に進歩により、食糧や物質面では豊

になった。その一方富が偏在し、現在は昔より貧富の格差がはるかに増大して

いる。時代の進歩とは一体何なのだろうか。 
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第 1３章 宮沢賢治と食を考える 

－コメの復権－ 

 

５年前に「日本人の食を考える」として、日本人の起源から始まって「食」

の歴史を辿り、日本型食生活までを概括的にまとめた。 

昨年は宮沢賢治に出会い、「宮沢賢治は、なにを願っていたか」を考えてみた。

今年に入って、「食」の信頼を揺るがすような事件が続けさまには発生している。

そこで賢治と伴に再び「食」について考えることにした。生きものが生きるた

めには他のものを食べなければならない。賢治の作品は、どれも根底に生きる

ものの哀しみが根底に流れていると思う。賢治は、他人の不幸を自分のことと

して見ておれない「愛」の人だった。賢治の他への愛は、岩手、日本、宇宙へ

と広がってゆく。 

 

貧困と飢餓の歴史 

ヒトが収集・漁労・狩猟・生活をしていた自然社会、ヒトは自然が与えてく

れる恵みにより適地に棲み分け争いのない生活を営んできた。異常気象などに

よって、食料が確保できないと動物と同じようにヒトも死ぬより他はなかった。

食用穀物を採集しているうちに、これを作物として栽培することで収量が増え、

さらに次の収穫まで貯蔵して生き延びができるようになった。この農業革命に

より農業社会がうまれ、人口が増加していった。 

農業社会は、乾燥した気候の砂漠の周辺と草原の中洋から西欧では畑作牧畜

文明、湿潤な気候の森の東洋では稲作漁労文明の 2 通りの文明が生まれた。砂

漠では人間中心の人間が自然を支配するという 1 神教が生まれ、森では自然を

崇拝し人間も自然の一つとする多神教が生まれた。前者は闘争的、後者は平和

的な教えである。安田喜憲は森の文明の復活が 21 世紀を救うとしている。 

生きものの 大の不幸は、食べるものがないことである。食べるものがない

と生きながらやせ衰え、やがて悲惨な餓死を迎える。自然社会でも農業社会で

も現在の工業化社会でも、ヒトが自然に依拠して食料を得ていることには変わ

りはない。ひとたび冷夏・旱ばつ・洪水などの異常気象や病虫害が起きると程

度の差はあれ、作物の収量は半減ないしは零の凶作になることを覚悟しなけれ

ばならない。むかし凶作は 2 年続くといわれたが、場合によって 3～5 年続くこ

ともあった。翌年の収穫までに食料を食いつなぐことができなくなる。これが

飢饉である。食料を確保できないと、栄養不良で病を併発して衰弱し、やがて

餓死する。東北地方ではこれを飢渇（ケカチ）とよんで恐れた。江戸時代には

４大飢饉があり人口はあまり増えなかった。 
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幕藩体制をとった江戸時代は基本的には各藩での分割統治だった。仮に東日

本が凶作、西日本が豊作であっても西から東に米穀を移送されないために、凶

作即飢饉となった。明治政府ができ統一国家となってからは国内で凶作がおき

ると、国内移送や日本が統治した植民地化から米穀が移送され飢饉で餓死する

ようなことはなくなった。しかし、凶作となった地域が依然として貧困に陥る

ことは免れない。 

約 150 年以前の江戸時代、国民の約 8 割が農民であり食料の海外依存はなか

った。明治以降、足りない食料を外地から移入することがあったが、6 割以上の

食料を外国に依存するようになったのは、ごく 近のことである。戦前の軍国

日本は、資源、食糧、商品の販路を求めて他国を侵略して主権を侵害し、戦争

に突入した。それでも、少なくても自主独立国家だった。明治政府は度重なる

東北地方の凶作から食糧備蓄を計画した。 

将来、世界的に食糧不足が予想される。現在日本は世界中から金におしまず

食料を買い漁っているため食糧価格を吊りあがっている。その結果、高騰する

食糧を 貧国が買いにくくなり、さらに飢餓が広がってきている。 

 

現在と将来の食糧 

現在、地球温暖化が懸念されているが、明治時代以降に、明治後期冷害頻発

期、昭和前期冷害頻発期、昭和後期冷害頻発期の 3 度、 近の平成 5 年(1993)

の冷害を経験している。現在はやや安定しているが、今後、太陽黒点の増減に

よって冷害・旱ばつ・風水害いつ襲うとも限らない。（太陽黒点説）さらに環境

問題が加わり 50 年～100 年先は相当厳しい時代がくるのではないだろうか。 

現代も依然として飢饉はおきている。アジア・アルリカ・ラテンアメリカな

どの開発途上国および後期開発途上国（ 貧国）など世界人口の約 13％は食料

が十分確保できないために慢性的な飢餓に陥っている。今後世界の人口が増加

し、それに見合う食糧増産に限界が生じてくる。そうなれば、いやおうなく自

国の食糧は自国で賄わなくてはならなくなる。 

供給熱量の構成の変化と品目別食料について、日本の食料がいかに他国に依

存（供給熱量ベース）しているか、異常な様子が一目で分かる。第二次世界大

戦後、西欧の戦勝国でも食糧難で苦しんだ。その経験から、先進国は国家戦略

と捉え官民一体となって食料の海外依存度を低下させた。異常気象が起きると

農作物は獲れず凶作になる。そのために一定量の食料備蓄が必要だ。昔から凶

作は 2 年続くといわれている。国は国民の生命財産を守る責務を負っている。

エネルギー（石油や石炭）と同様に、食糧も適切な備蓄が必要だ。 

現在、国は当面の食料の海外依存度を 55％まで引き下げることを目標として
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いるが、今はそれも達成できず 60％にとどまっている。農林省はイギリスが食

料の海外依存度を引き下げた理由について次のように答えている。 

 

イギリスの教訓 

平成 13 年度の日本の食料の海外依存（カロリーベース）は 60％で、主要先進国で

高の水準にあります。2000 年の食料の海外依存では、イギリス 74％、フランス

132％、アメリカ 125％、オーストラリア 280％となっており、OECD（経済協力開発

機構）加盟の 30 か国中、日本は 29 位となっています。山岳地が少なく国土の約 7

割を農用地面積が占めるイギリスが約 30 年間で食料の海外依存を 25％に引き下げ

た理由は、 

1 2 度の世界大戦で深刻な食料不足に陥った経験から、英国民の間に「食料は国

内生産でまかなうことが重要」との認識が醸成され、これに基づいた農業施策

が推進されてきたこと。  

2 イギリスの気候風土の中で長い年月をかけて育まれた食生活に著（いちじる）

しい変化がなかったことは、ライフスタイルの多様化等から食生活が大きく変

化し、気候風土に適したコメの消費が減少した我が国の場合と異なること。  

３ イギリスの気候風土に適した農産物である小麦の増産により、穀物自給率（飼

料用を含む）が大幅に向上し、100％を上回る水準に達するまでになったこと等の

要因があります。  

Q＆A：Web 農林省 

 

イギリスが食料の海外依存度を引き下げたことを教訓に、我が国ではどうす

れば海外依存度を引き下げられるか。イギリスができることが日本でできない

訳はない。 

 

「食育」運動 

現在、国は農林水産省・厚生労働省・文部科学省の三省が一体となって「食

育」運動を展開し、特にコメの消費を増やそうとキャンペーンを始めている。

今年に入って外国からの穀物価格が高騰し、消費者からコメを見直そうとする

動きが出始めた。具体的には家庭の朝食からご飯とし、日本型食生活に切り替

えて行くことが一番の早道だ。これは省エネルギー環境保全型社会の実現にも

つながる。 

 

食品ロスと現代の飢饉 

コメの生産量が 870 万㌧、食品全廃棄量が 2,189 万㌧、これが我が国の食品

ロスの実態である。一方では世界人口の 13％が飢えに苦しんでいる。これが現

実である。将来的に人口増で世界的に食糧が不足すると予測されている。現在

日本は食料の約 60％を他国に依存し、他国に日本の農地の約 2.7 倍の農地と大



 70 

量の水を使って農作物が生産されている。農作物の生産に水が沢山使われる。

日本よりはるかに雨量が少ないアメリカ・オーストラリア・中国などの主要国、

が大量の水を使って日本へ食料を輸出している。これらの国々は近年旱ばつに

悩まされ、農作物の生産量が減ってききている。このため 近、他国に食糧輸

出を抑えようとする動きがでている。 

今後、世界的にみて食糧も水資源も奪い合いになる。自国の食糧は自国で賄

うこと、すなわち食糧の海外依存度を引き下げることは国際貢献にもつながる。 

 

耕作放棄面積と減反率 

 

一方では米の減反政策が進み、米価の低さで経営難、担い手不足、耕作放棄

がおきている。水田作付け面積（ピーク時 1969 年 317.3 万 ha→2007 年 166.9

万 ha） 

（減反率：ピーク時と現在の水田耕作地を比較すると 47.4％も減反されている。） 

 

世界的にも低い水準の日本の農産物関税 

「ウルグアイ・ラウンド農業合意（1993 年）により、これまでほとんど輸入

がなかった品目について 低限の輸入機会を提供」となった。これには「輸入

を義務」とまで強制していない。世界各国では食料に関税障壁を設け、デ･カッ

プリング（生産と所得を切り離し適宜な農業補助金を出す政策）を行って自国

の農業を保護し、さらに余剰農産物に輸出補助金をだしてダンピング輸出を行

うなどの政策をとっている。 

下記の示す農産物の低い関税障壁が輸入農産物の流入を許し、国内農業を衰
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退させ、60％という異常に高い日本の食料の海外依存度になった。 

現在圧倒的に強い外国勢の前に、日本は国際競争力の弱い国内農業が無防備

にさらされ壊滅の危機に瀕している。 

 

鈴木宣弘：農のミッション WTO を超えて 全国農業会議所 

 

食料海外依存度 60%について考える 

現在 WTO（世界貿易機関）交渉において、 後の日本人の主食の砦であるコメ

も更なる関税引き下げの標的にされている。また今回問題となっているミニマ

ム・アクセス米(以降 MA 米という)は、1994 年細川内閣が「ウルグアイ・ラウン

ド農業協定におけるコメのミニマム・アクセス機会の法的性格に関する政府統

一見解」という題で衆議院予算委員会に提出したものである。これより国内消

費量の 8％に近い 77 万ﾄﾝの MA 米を輸入している。 

醸造品（味噌・醤油）、酒類（清酒・焼酎）、お菓子（あん入り餅・センベイ・

和菓子など）加工用食品は、これまで国産米でつくられてきた。味噌、醤油の

原料となる大豆の海外依存度は 75％。外国の食材でつくられた食品を日本伝統

食品と呼称することは大きな食品偽装にあたるのではないだろうか。また、肉

体をつくる食材の多くが外国の農産物ということは、これを食べる日本人の精

神は一体どうなるのか。 近の日本人が昔のような日本人の美徳がなくなって

きているのは、外国の食材を多く食べているせいかもしれない。 

ヒトは食物を通して土を食べている。ヒトは母なる大地から生まれてきた。

その土は遠い外国の土ではなく、身近な地域の土である。西欧では地域のもの

を食べ土地の食文化を育んでいる。 

日本人の食料の海外依存度が約 60％というとは、日本人の肉体の 60％が外国

産農産物でできているということに等しい。 
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20 世紀は第 1 次世界大戦(1914～1918)、第 2 次世界大戦(1939～1945)が連続

しておき戦争の世紀だった。21 世紀に入って地域紛争あるが大きな戦争が起き

ていない。戦争や飢餓の歴史を概観すると次のようにいうことができる。 

・古来、人類の歴史は食糧争奪戦だった。 

・過去、100 年以前は冷害や風水害が度々おき、飢饉で人口が増えなかった。 

・現在、部分的な地域紛争はおきている。 

・現在、世界の人口を養うだけの食糧は十分にあるが、富めるものは飽食し、

貧しいものは飢餓線上にある。（飢餓と飽食が同居） 

・将来、 貧国の人口が増加、先進国の人口が停滞、今後、50 年～100 年先

の世界人口は今の 1.5 倍以上になると予想される。 

・食糧増産のための農地拡大に限界がきており、将来食糧不足が予想される。 

人が生まれながらに持つ権利である食料主権は世界人権宣言や国際人権規約

に謳われている。今後地球温暖化や地球環境悪化が予想される。戦争は 大の

環境破壊である。この先人類が生き延びるためには、地球環境問題が人類共通

の課題。残された時間は少ない。いまや、戦争している場合ではない。 

コメの復権 

約 2000 年以前から「日本人の体と心を育んできたコメ」は、依然として食生

活の主役である。現在、消費者は「食・ライフスタイル」が問われている。 

コメの復権が、今後予想される世界的な食糧不足に対して食料主権の確立に

つながり、国として自立することができる。 

・日本の農家が生産したコメを、みんなで感謝してもっと食べよう 

・ものを大事にする質素な生活を取り戻そう 

・地域の農産物・近海の魚をもっとたべよう 

・世界が注目している、健康志向の日本伝統食文化を見直そう 

・農村や漁村に行って、自然や農家の人と親しもう 

・できれば野菜などは、自分で育ててみよう 

・自分で育てることができなければ、高齢化した農家を手伝おう 

その結果 

 

一家だんらんが戻ってくるかも 

農業や漁業に若者が戻ってくるかも 

伝統食文化・伝統行事が復活するかも 

維持可能な循環型社会が実現できるかも 

食料の海外依存度を引き下げ、食料主権が確立できるかも 
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おわりにかえて 

 

時代は急速に進んでいる。 

近の石油の高騰に端を発し、食料や工業製品が軒並みに値上りしだした。

今後もこの傾向が続き、値上げはあっても値下げはないだろうと予想される。

地球温暖化の影響は猛暑と洪水が隣り合わせ起きることや、巨大台風・竜巻の

発生の異常気象などにあらわれている。炭酸ガスの排出量を 1980 年代の水準に

抑えても、既に排出した巨大な量により、2050 年頃までは温暖化が進むと予測

されている。日本では 100 年前とそれ以前の時代に 5 年に一度の割合で自然災

害が発生し、凶作になって特に東北地方が飢饉で苦しめられた。現在、治水・

防災対策、稲の品種改良等が進み比較的壊滅的な被害は少なくなっている。 

有史以来、人類は自然災害のために飢饉に苦しみ約 150 年前までは人口増加

が停滞していた。その後人口は急増し現在の世界人口が約 67 億人。食料増産・

耕地面積が頭打ち、地球温暖化・地球環境破壊がおこり地球に人類が生存でき

る限界に近づいている。また 2050 年には世界の人口は約 90 億人を超えると予

想されている。栄えるものは滅びるとは歴史の法則である。現在人類は、史上

後の繁栄の時代を迎えているのではないだろうか。 

宮沢賢治とともに 100 年前と現在を振り返ってみた。100 年前の「食」をめぐ

る状況と、現在の「食」をめぐる状況はどのように変わったか。100 年前は、宮

沢賢治が 37 年間という短い生涯を送った時代、またわたくしたちの父母・祖父

母の時代である。それまで約 2000 年続いた農業社会が、今から 150 年前におき

た産業革命によって終わりを告げ、工業化社会に移行した。科学技術の進歩に

より農業から工業への産業移転がおこり、社会構造が激変した。工業製品がゆ

きわたり、農地が拡大、農産物の生産性が向上した。 

今回、100 年前の賢治は「食」をどのように考えていたか。現在の「食」をど

のように考えたらよいか。これを探るため過去現在を比較してみようと考えた。 

今年 1 月に公表された中国製毒ギョウザ事件は、国民の食に対する信用を大

きく揺るがすものだった。事件の真相は未だ解明されていない。これまで信頼

してきた国や生協などの検査が信用できないことが明るみになった。その結果、

人まかせにせず自分が食べる食品は自分が確かめないと安心できないようにな

った。ここにきて日本人の食に対する意識が大きく変わりつつある。 

再掲「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない。」 

この個人とは賢治自身を指しているようだ。賢治は作品の上で他人に押し付

けるような意見を言っていない。賢治は内面に深い哀しみをもち、自らを修羅

と規定し、自らの幸せを 後とする博い隣人愛をもっていた。 
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追録 汚染米事件他 

 

近の汚染農産物事件 

今春来の中国毒ギョーザ事件を契機に、新聞・テレビが「食・農」の大キャ

ンペーンを行ない、「食・農」に関して国民の関心が一気に高まっている。近い

将来食糧不足が想定され、思うままに農産物の輸入ができなくなる。そうなる

前に、未来を担う若者が農業に魅力を感じるように国内農業を再生強化し、食

料主権を確立しなければならない。 

輸入食料は海外から飛行機などで農産物を運んでくる。そのため運送日数と

輸送費がかかり、農産物の鮮度を保つために余分な農薬が使われている可能性

がある。その間に農産物が農薬に汚染される危険性がある。輸入食料は消費者

が外国にまで行って生産状況を確認することができない。国内の農産物であれ

ば農家の田畑に出向いて自分の目で確かめることができる。 

今年の年初めに中国製ギョーザ事件が発生し、そのほとぼりがさめない今秋

には汚染米事件、メラニンが混入した乳製品事件が続けて明るみになった。い

ずれも国民に健康被害を引き起こす事件である。 
これらは国民の食の安全を脅かし、多くは輸入農産物によるものである。 

 

ミニマム・アクサス米とは 

これについて農林省は Web にて次のように解説している。 

 

Ｑ 「ミニマム・アクセス米」ってなに？ 

Ａ ウルグアイ・ラウンド農業合意（1993 年）によって、これまでほとんど輸入

がなかった品目は、 低限の輸入機会を提供することになりました。これをミニ

マム・アクセスといい、日本の場合、米が該当し、「ミニマム・アクセス米」と呼

ばれています。 

Ｑ 国内で生産調整をしているのに、なぜミニマムアクセス米を輸入しなくては

ならないの？ 

Ａ 日本は、国際社会の一員として、ウルグアイ・ラウンド農業合意のルールを

着実に守らなければなりません。政府は、ミニマム・アクセス米の輸入に当たっ

ては、国産米の価格・需給に影響を与えないよう、加工用中心の輸入・販売を行

うなどの措置を講じており、ミニマム・アクセス米の輸入に伴い、米の生産調整

が強化された事実はありません。 

Ｑ 米の関税化との関係は？ 

Ａ 日本は、ミニマム・アクセス米の輸入に関し、当初、関税化の特例措置を適

用し輸入数量制限を維持していたため、アクセス数量が加重されていました（通

常は、国内消費量の 3％→5％、日本の米は 4％→8％。）。しかし、1999 年から関税

化に切り換えたことによって毎年のアクセス数量の増加率が半減（0.8→0.4％）
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し、2 年には 7.2％（76.7 玄米万トン）となっています。 

なお、日本は今回の WTO 農業交渉において、アクセス数量が過去の消費量を基

準に設定され、 新の消費動向が勘案されていないなどの問題の改善を求めてい

ます。 

農林省:Web ﾐﾆﾏﾑ･ｱｸｾｽ米の Q＆A 

 
汚染米は事故米とも言われているが、事故米穀が正式名称である。事故米が

発生した MA 米について次の解説があるので引用する。 
 

事故米穀は一般に「事故米（じこまい）」とも呼ばれ多くの報道がなされている

が、これは省略した表現と考えられる。事故米穀は「汚染米（おせんまい）」と呼

ばれることもある。 

事故米穀が発生するルートとしては、以下の 3 種類がある。 

1 日本国産の米を政府が買い上げた政府米について、保管中にカビや水濡れが発生

したもの 

2 ミニマムアクセス（ 低輸入機会保証）の取り決めにより、外国産米を政府が買

い上げた政府米（ミニマムアクセス米、略して MA 米）について、保管中にカビ

や水濡れが発生したもの、および基準値以上の残留農薬が検出されたもの 

3 外国産米を民間企業が購入した非政府米について、保管中にカビや水濡れが発生

したもの、および基準値以上の残留農薬が検出されたもの。 

三笠フーズの事件では、1～3 のいずれの米の転売も行なわれていたが、特に 2

の米の量が多かったことから、2 の米の意味で「事故米」という言葉が使われる

ことが多くなっている。 
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これらの米は、発ガン性のあるカビ毒のアフラトキシンや農薬のメタミドホスな

どが含まれるため、人間の食用には適さず、所定の手続きを経た企業を介して政府

から売却される。この事故米穀の用途は非食用（工業用）に限定されたり、制限を

している。もっとも、不正転売問題の際に、農林水産省は糊の原材料として販売し

たとの説明を行なっているが、米のデンプンでは粘性が低下して糊にならないので、

糊の業界団体およびメーカー各社では、米を原材料として使うことはないとの説明

をしている。 

ミニマム・アクセス米：Web Wikipedia ﾌﾘｰ百貨辞典 

 

事故米について、農林省は 2008 年 9 月 22 日に事故米穀の不正規流通状況(10

月 15 日)をプレスリリースしている。それによると、2003 年から 2008 年までの

政府米と政府米以外について、その流通状況を調査中として報告している。 

 

食料主権の見地から、国内産米で備蓄米を確保する必要がある 

MA 米について、農林省の資料から実態を調べてみる。国は国産米の需給に影

響を与えないように、加工用に MA 米約 77 万ﾄﾝを輸入しなくはならないとして

いる。その一方、2007 年国内産生産量 870 万ﾄﾝ、2007 年現在国内産政府米在庫

量米 77 万ﾄﾝ、2006 年現在 MA 米在庫量 189 万ﾄﾝ。また、米の不作などに備えて、

国は備蓄米を低温倉庫に保管している。 

備蓄米の適正備蓄水準と米の保存方法について下記に農林省の見解がある。 

 

適正備蓄水準：備蓄の適正水準については、自主流通米の価格形成に与える影響、

円滑な買入れ・売り渡しの実現、備蓄に要する財政負担等を考慮し、米は 10 年に 1

度の不作(作況 92)や、通常程度の不作(作況 94)が 2 年連続した事態にも国産米をも

って対処し得る水準として、100 万ﾄﾝ程度として運営している。 

米の備蓄運営等について:平成 20 年 7 月農林水産省 

備蓄米：2007 年現在、2000 年以降産米を備蓄米として 15℃以下に低温倉庫に保存 

備蓄米の保存方法農林省 HPQ＆A 

 

備蓄米(購入費・金利・保管料を含む)は国が税金を使って財政負担をしてい

る。結果的に現在、備蓄米が国産米より MA 米の方が多くなっている。 

 

MA 米をめぐる問題について 

加工用も主食米も国民が食べる米である。仮に世界が同時不作、世界の期末

在庫量が少量、コメの輸入が困難、国産米も不作で備蓄米の備蓄量が少ない場

合、太平洋戦争末期に体験したように配給制度の復活や、加工用を主食米に回

すことも必要になる。その意味では加工用は食糧総量確保の安全弁の役目を果
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たす。備蓄米は、不測の事態に国民の生命を守るための国家安全保障上の根幹

である。この見地から備蓄米を国産米で当てるべきことは至極当然の帰結にな

る。ましてや加工用が MA 米で良いという根拠は何処にもない。税金でまかなう

備蓄米の適正備蓄量、備蓄米の国産米と MA 米との割合、流通等について、国民

的論議が必要だ。 

米の備蓄運営等で備蓄米を国産米で当てるという方針を農林省が今年 7 月に

打ち出した。これは、Q＆A にある MA 米が国産米の価格・需給に影響を与えない、

加工用中心に仕向けるという従来の方針を転換するものとして注目される。こ

れらを見てゆくと、国内産のコメあまり解消に減反政策を進めた一方で、MA 米

を 1994 年に受け入れたところに無理があった。 

また事故米は、本来工業用とするべき MA 米の一部の事故米が流通段階で主食

米に転用されたところに問題があった。その後の規制緩和、拝金主義、倫理の

荒廃(モラル・ハザード）、監督官庁の監理不行き届き等が積み重なって今回の

事件にまで発展していったということができる。 

 

ここで終えようとしたが、現在も次から次へと不正・偽装食品事件が発生し

ている。過去から 新のものまで、Web に載っている主なものを列記する。 

農薬・化学物質 

・中国産冷凍インゲンから農薬検出 

・日清食品のカップヌードルから防虫剤が検出 

・伊藤ハムの地下水から基準値を超えるシアン化合物の検出 

・無認可添加物をつかった肉まん「ミスタードーナツ」 

中国産を国内産と偽装表示 

・冷凍野菜「キャセイ食品」・ウナギ・タケノコ 

国内産の産地偽装 

・比内地鶏・牛肉偽装表示「雪印食品」・「ミートホープ」 

賞味期限切れ表示偽装 

・「不二家」・「赤福」・「白い恋人」 

 

後に蛇足を付け加えるならば、現在アメリカに端を発した世界金融危機が

発生し、世界同時経済危機に直面している。グローバリズム・新自由主義・市

場原理主義路線による金融規制緩和が投機マネーの暴走を招いたものといわれ

ている。国境を越えて活動するヘッジファンドへの監督・規制を如何に行うか

が、今後の先進国に新興国を含めた全世界的な課題になる。 
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宮沢賢治 宮沢賢治全集（全 10 巻） ちくま文庫 

板谷栄城 素顔の宮沢賢治 ちくま文庫 

宮沢清六 兄のトランク 平凡社 

森荘巳池 宮沢賢治ふれあいの人々 朝日新聞岩手版連載 

京都造形芸術大学 東北学への招待 角川書店 

鈴木貞美 大大正生命主義と現代 河出書房新社 

森岡正博 生命観を問いなおす ちくま新書 

末次勲 菜食主義 丸ノ内出版 

鶴田静 ベジタリアンの世界 人文書店 

鶴田静 ベジタリアンの文化誌 中公文庫 

 

大貫美恵子 コメの人類学 岩波書店 

宮本常一 ふるさとの生活 講談社学術文庫 
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宮本常一 女の民俗誌 岩波書店 

瀬川清子 日本人の衣食住 河出書房新社 

瀬川清子 日本人の食生活 講談社 

 

荒川秀俊 飢饉 教育社 

卜蔵建治 ヤマセと冷害 成山堂書店 

市川健夫 風の文化誌 雄山閣出版 

安田喜憲 気候変動の文明史 NTT 出版 

 北上川百十年史 建設省東北地方建設局 

（現：国土交通省東北地方整備局）平成３年発行 

宇根豊 天地有情の農学 コスモス 

鈴木猛夫 「ｱﾒﾘｶ小麦戦略」と日本人の食生活 藤原書店 

鈴木宣弘 農のﾐｯｼｮﾝ－WTO を超えて 全国農業会議所 

ｼﾞｪｰﾑｽ･R･ｼﾝﾌﾟｿﾝ これでいいのか日本の食料 家の光協会 

ｼﾞｪﾚﾐｰ･ｼｰﾌﾞﾙｯｸ 世界の貧困 青土社 

ｴﾘｯｸ･ﾐﾙｽﾄｰﾝ 世界の食料地図 丸善株式会社 

ﾛﾋﾞﾝ･ｸﾗｰｸ 水の世界地図 丸善株式会社 

 

森松幹治 日本人の食を考える 千人塾 

森松幹治 アイガモを通して日本の農業を考える 千人塾 

森松幹治 稲の副産物(わら・米ぬか)を通して環境保全型農業を考える 

  千人塾 

森松幹治 宮沢賢治は、なにを願っていたか 千人塾 

 

２ 取材ご協力者（敬称略） 

赤田秀子  宮沢賢治研究会 

三浦高史  国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 
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３ 参考資料 

わたくしのふるさと富山からむかしの農村の食事を記述した資料が送られて

きた。富山県砺波平野の南部医王山山麓の旧西太美村の文化部会が作成したも

のである。内容は約100年前のくらしを古老からじかに聞き取ったもので具体性

がある。貴重な民俗学資料と思われるので、その一部を転載する。 

 

 米の反収は平均して5俵弱(約300kg)で、そのうちからおよそ3俵を年貢として納め、

残りで肥料代や労賃、借金等を支払うと、飯米にさえこと欠く家が多かった。そこ

で少ない飯米を節約するために混ぜ御飯が主で、白米だけを食べるのはお祭りか法

事、病気になった時ぐらいだった。ふだんの御飯は二番米に麦をまぜたり、大豆を

まぜたりして量をふやす工夫がされた。 

１ ご は ん 

混ぜごはん  季節の野菜や山菜と一緒に炊く。塩を一つまみ入れる。子供が喜

んで食べた。 

ぞ  ろ   ご飯のたりないとき、野菜のおつけの中に残った御飯を入れて煮

立てる。冬に多くつくられ、ふうふう吹きながら食べるとからだ

が温まった。 

大根まま   御飯の少ない時、大根を百人前でおろし、鍋の底に敷きつめ、そ

の上に味噌をのせ、御飯を入れて蒸す。大へん美味しく、焦げの

味は格別だった。 

２ だ   ご 

おつけだご  いるごの粉を湯でこね、一握り程を丸め親指でおして中央部をへ

こませる。 

野菜の入ったおつけの中へ入れて煮る。だごはまずくてのどが通

らないので汁で流しこむようにして食べた。主として昼食時につ

くられた。 

いもだご   秋に里芋をゆでて皮を除き、すり鉢ですりつぶす。これに同量の

いるごの粉と湯と塩を加え、適当にちぎり串にさして囲炉裏で焼

いて食べる。 

よもぎだこ  春に山よもぎを採ってきてゆでて乾燥しておく。暮れら春先きま

で、いるごの粉を湯でこね、せいろに入れ、よもぎと共に蒸して

から臼にあけ杵でかつ。1.5cmくらいの厚さに伸ばし、冷えてから

角に切る。御飯を炊くときは上に乗せて蒸し、御飯と一緒に盛っ

てたべる。また焼いて、きな粉や砂糖をつけて食べる。 

まんじゆう  よもぎだごを杵でついてから、小豆あんをくるんでつくる。御飯

の上において蒸したり、焼いて食べた。とても美味しかった。 

３ も   ち 

雑  煮   暮の30日につくり、角に切っておく。元日の朝に塩と醤油にだし

汁を加えて煮る。葱をはなして食べる。餅を何個食べるか事前に家

族から聞いて作った。 

豆もち・こぶもち 暮の餅かちの時に作る。黒豆は鍋で蒸しておき、餅をつき終

る頃に入れ軽く杵でつく。とり粉を敷いた板の上でとぼ形にする。

（厚さ5cm、幅15cm、長さ45cm位）固くなってから8mm位の厚さに

切り、ざる等に入れかびが来ないよう保存した。こぶ餅は、こぶ

を線切りにし餅につきまぜる。腹の減った時に焼いてたべた。 

ご ん だ  餅米の屑を一晩水につけ、3割のうるち米を混ぜ、せいろで蒸して
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つきあげる。のして角に切ったり、とぼ形に仕上げる。 

かきもち   寒もちともいい、寒に入って作った。黒米や昆布、赤、青、黄等

の染料を入れてつき、とぼ形に仕上げる。薄く切って2枚ずつ重ね

て藁で編み、部屋の天井に吊して保存し、焼いたり、油で揚げた

りして、 子供におやつとして与えた。 

ばたもち   春の彼岸の中日や、やすんごと（田祭り）に作った。粳米と餅米

を半々にし塩を入れて炊き、鍋の中ですりつぶし、手頃の大きさ

に丸め小豆やきな粉をつけて食べた。 

よもぎもち（草餅）土手からよもぎを摘んできて、さっとゆがいて潰し、粳米と 

餅米を蒸した中に入れて、臼の中で杵でつき、丸めて小豆あんを

つける。 

笹 も ち  お盆に餅を作り笹の葉でくるみ、おやつや客への土産にする。餅

米を蒸し、臼にあけ杵でかち、蒸した黒豆を混ぜたりして笹の葉

にくるむ。余り硬くならず、日もちがよかった。 

４ 大麦・小麦 

い   こ  大麦を妙って粉にし、茶碗に入れ、砂糖を少し加えて熱いお湯を

注ぎ、箸でかきまわしてから食べる。秋の終り頃、渋柿の熟した

もの（ヅクシ）を加えて作ったものは、適度な甘さがあり、その

美味しかったことは今でもおぼえている。 

すいとん   冬の寒い日に、鍋に煮干しや人参、大根、里芋等を入れて煮る。

そこへ水でこねた小麦粉を杓子ですくって放す。団子になって浮

いてきたら、味噌で味つけをする。だごに比べて舌ざわりもよく

喉の通りもよく、体があったまった。 

５ 野   菜 

よ ご し  野菜をゆでて細かく切り、味噌味にして炒りつける。盛りきりの

御飯に山盛りにのせて食べた。全ての野菜で作った。主なものは

大根や人参の葉、なす、うど等。 

ふ   き  土手や畦に植え、さばや油揚げと一緒に煮る。 

ほんごる   春に冬ごしの大根を掘ってき、薄く切って天日で干したものをい

う。水に戻し、里芋、竹のこ、油揚等と煮、味噌で味をつける。

たくさん作り朝、昼晩と食べた。 

きゅうりあえ 薄く小口に切り、塩を入れてもみ、水にさらしてしぼり、酢で味

つけする。 

なすびとそうめんのおつけ 夏はもっぱらこれが作られた。なすびを縦に薄く切

り水につけてあくを抜く。鍋にこれと煮干を入れ味噌味にする。

軟らかくなったら、そうめんを入れ5分位煮て火を止める。 

干しなすびの煮もの なすびを薄く切り、水にひたしてあくを抜き、蓮に並べて

干したもの。一斗缶に入れて貯蔵し冬に食べる。人参や里芋と一

緒に煮て味噌で味をつける。 

す ず き（酢ずいき） 赤いもの茎の皮をむき、4cm位の長さに切り、少々の塩

を加えて妙りつけ、酢を入れて蓋をしておく。冷えてから醤油．・

砂糖で味つけをする。 

いとこ煮   おひちゃさま（報恩講）につくる。小豆を軟らかく煮る。別の鍋

に里芋、こんにゃく、大根、人参、油揚げを入れて煮る。これに

小豆を煮汁ともに入れ、塩で味つけしてゆっくり煮込む。少量ず

つとりだして、温めなおして食べる。 

６ 魚 

海でとれる魚は氷見や新湊から来る行商人から買ったが、月に1回ぐらいで主と
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して塩ものや干ものだった。こんかいわし、塩びき、にしんのこうじ漬、千だら

などである。近くの川でどじょう、こい、ふな、なまず、うなぎ、あゆ、うぐい、

ごりが獲れたので、それ等が食膳にのぼった。但し魚とりの好きな人のいる家の

みだった。 

 

７ 果   物 

町でもとめる事は全くなかった。家の周囲や庭に甘柿、梅、すもも、いちじく、

ぐみ、ゆず、栗等のなる木が植えられており、これを採って食べた。 

柿と梅は殆どの家にあった。梅は梅干しに加工され、毎食ごとに食べた。柿は円

座が多く農作業の休憩時に皮をむかずに食べた。渋柿は田のくろ等に植えてあり、

夜なべに皮をむいて、軒下の日当たりのよい場所に竹竿に掛けて乾かした。 

 

８ そ の 他 

調味料は味噌と食塩が主で、醤油や砂は行事の時以外は全く使用されなかった。

味噌や醤油は自家製で、碁から春先きにかけて醸造された。 

豆腐や油揚げは、古館の柄崎さん、現在三区の集会所の所にあったやぶさん、道

海朝子さんの親さんらが製造し、販売されていた。 

調理は専用の台所はなく、囲炉裏のある部屋の片隅に延の敷いてない板の間で、 

座って切ったり刻んだりしていた。小さな食器棚がある程度で至って粗末なもの

だった。煮たり焼いたりは囲炉裏の焚火でなされた。燃料は藁、すべ、薪、柴な

どで部屋は煙が立ちこめ、涙を流しながら火がたかれた。「アマ」（屋根裏）に

はこの材料が集められており、天井にあけた穴から下におろされた。 

水は川水が使われた。雨が降ると濁って使えなくなるので、近くに「ショウズ」

（地下水が地表に出ているところ）があれば、バケツに汲んで来て使った。それ

もない時は、木の桶に小石や砂、シュロの毛、木炭等を交互に敷きつめたもので

濾過したこともあった。 

食卓はなく、各個人毎に茶碗や箸を入れておく箱膳を用いた。蓋をとり中から茶

碗や箸を出してから蓋をひっくり返してのせるとご膳になった。毎食後、食器を

洗うという習慣はなく、お茶か湯を入れてかきまわして飲み、なめて収納した。

ただし夕食後には洗われた。なお箱膳には仕切りがあり、普通の箸となまぐさ用

の箸と区別して入れるようになっていた。もちろん料理用の鍋も区別されていた。 

精進日が多くあった。先祖の日、祖父母の日、父母の日、子どもの日と、毎月の

命日には「ナマグサモン」（動物性の食品）を食べないよう厳重に守られた。味

噌汁のだ汁に使う煮干さえ使われなかった。 

その頃の禁忌に、「朝ごはんの時、魚を食べると目がつぶれる」とか「親の精

進日に魚を食うと口がゆがむ」、「ミョウガを食べると物忘れをする」、「ウナ

ギと梅干を食うと死ぬ」「たべたあとすぐ寝ると牛になる」があり、子どもは親

からしつこく聞かされ躾られた。 

子どもは、めくらになりたくないし、口がゆがんだり、忘れたくないし、死ん

だり牛になったりしたくないので、厳重に守ったのである。 

伝承誌「むかしの西太美の仕事」：西太美むらづくり推進協議会(平成 8 年刊) 

 


