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食糧の生産について直接的な関りが少なくなってきていると感じます。
科学技術の 進展を踏まえ、地球規模でどう理解すればよいのかと考えます。
農業のあり方や「食」について、本をベースにして考えをまとめていきたいと思 いました。
2016年に出版された、ドフリース「食糧と人類」を読みました。 主食を中心に、

人間が作物をどのように得てきたかを、飢餓の克服という視点で まとめた本です。
生物学の理解が必要でした。参考情報を含めてご紹介し、カーソン「沈黙の春」の
評価等、疑問点を含めてご報告します。
今後についてアドバイスをお願いします。
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食糧と人類－飢餓を克服した大増産の文明史

ヒトというごくありふれた哺乳類の種
・環境に依存してきたが、今は、世界を変えることができる存在
・2007年5月に都市居住者が多数派になった
・人口爆発は2050年に90億人で落ち着き、10人中7人が都市生活
・飽食の一方で、多くの栄養不良という格差、地球環境の悪化

文明を動かす究極のエネルギー源は食料
「豊饒な地球(自然の仕組み）とヒトの創意工夫」

The Big Ratchet: 
How Humanity Trives in the Face of Natural Crisis

Ruth Defries ルース・ドフリース
Professor Ecology, Evolution and Environmental Biology Department
生態学・進化学・環境生物学部(E3B) 経済学部？
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プロローグ 1 鳥瞰図―人類の旅路のとらえかた

この本を読むことに関連して参考とした主な情報源

ドネラ・H・メドウズ： 成長の限界人類の選択，ダイヤモンド社，2005
佐藤洋一郎： 食の人類史 ユーラシアの狩猟・採集、農耕、遊牧，中公新書2367，2016
サダヴァ他： アメリカ版 大学生物学の教科書第2巻 分子生物学，2010，講談社ブルーバックス
鵜飼保雄： 植物育成学，東京大学出版会， 2003

農研機構 http://www.naro.affrc.go.jp/
映像授業 Try It 高校生物／生物基礎 https://www.youtube.com/

数多くの情報がインターネットで公開されていることに改めて驚かされた。逆に、書籍
にまとめられた内容は、体系的に理解するためには最も適していると思いなおした。
あちこちに手を出して、まとまらないままに当番の日を迎えることになってしまったことを
申し訳なくお詫びます。

水田稲作（集団作業）と畑のパン用小麦栽培（道具だけを使う個人作業）を週1回半日
程度を使って作業しています。有機栽培で安心して食べられる作物を作ろうと考えて、
主食の半分程度の自給ができてきています。昨2016年に、出版された書籍を中心に
話題提供を試みました。
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ラプラタ川

アマゾン川（多くの支流）

オリノコ川

マットグラッソ州
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プロローグの舞台「南米」
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2 地球の始まり

フェルミのパラドックス – 知的生物の存在
太陽系の中での適切な位置、･･･、炭素の循環」

自然界に手を加えて食料を確保できるためには、
多様な動植物が育つ環境と栄養の供給

ヒトが生息する三要件
安定した気候、
栄養分の循環、
多様な生命

ｰ人間が手を加える微調整はできるが、
新しい種はつくりだすことはできていない

ｰ人間が手を加えていたことの積み重ね

注： 少なくとも5回の生命の危機（恐竜の絶滅等） 5



3 創意工夫の能力を発揮する

・遺伝を通じて次世代へ情報を継承（遺伝子戦略）
・試行錯誤を重ねた学習（個別学習）

→社会的学習（サツマイモを洗うサル）はその中間
脳の大型化（大容量化）
模倣・学習・協力（累積学習）

北極海の航路の開拓（1845年フランクリン）

◎環境変化の速度が10世代から100世代幅で生じるとして
緩やかな変動期 遺伝が有効
急な変動期 個別学習が必要
中間的な期 社会的学習が有効 累積学習

数理モデルのシミュレーション

ヒト 大きすぎる脳と比較的小さな消化器官
文化と進化 道具・火・言葉

乳糖の消化酵素（ラクターゼ)の遺伝
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3 創意工夫の能力を発揮する （つづき）

〇 狩猟採集から農耕への重大な一歩
肥沃な三日月地帯＋

チグリス・ユーフラテス・ヨルダン川周囲の峡谷・丘陵

何千年をかけた選抜
種子の選別 約１00種を栽培種
家畜化 14種

背景に氷河の後退後の安定した気候

〇 遺伝子を利用した育種
→ 定住と人口増加 約2600年前

（病死・餓死は増えたが、女性がより多くの子供を産み、
んだが、柔らかい食料で幼児の離乳時期も早くなる）

栄養状態は悪化（炭水化物過多、たんぱく不足、鉄分不足等）、
狩りの技術の発展は獲物数の低下で食料不足と難民化、
社会的地位の確立等が生まれた
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4 定住生活につきものの難題

作物の収穫で土壌から養分が失われる
必須栄養素10種 （注を参照）

注: 必須栄養素の定義はいくつかある
炭水化物、タンパク質、脂肪 （三大栄養素）

＋
ビタミン １８種類
ミネラル ２０種類

クロム、亜鉛、マンガン、硫黄、鉄、マグネシウム、カルシウム、カリウム、ナトリウム、リン、塩素
セレン、ヨウ素、ケイ素、銅、コバルト、モリブデン、ホウ素、臭素、フッ素

必須アミノ酸 ８種類

〇 マルサス（1766-1834）の人口論(1798)：
-人口は幾何級数的に増加、食糧は算術級数的にしか増加しない

第2版で、ラチェットへの期待
〇 焼畑農業 地球の元素循環メカニズムで克服する解決法
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地球の化学的循環 4 定住生活につきものの難題（つづき）

窒素： N2 そのままでは利用できない
古代ローマと中国ではマメ科植物の特性を経験で知っていた。
根粒菌の微生物がN2からNH3を生成する。

アンモニア → 亜硝酸 → 亜硝酸塩 → 硝酸塩(空中窒素固定）

燐： ATP（光合成で必要 生体のエネルギー通貨）
実験的に、尿を煮詰めて生成

植物から動物へと移行し、生態系中を循環し、
長期的には水の流れにしたがって川から海

植物プランクトン→動物プランクトン→小型動物→魚→水鳥
（グアノとそれに由来するリン鉱石）

注：カリは触れていない、カリは細胞内の浸透圧の調整
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ヨーロッパの試行錯誤 4 定住生活につきものの難題（つづき）

復習： 産業革命前 イギリス ナイトマン
屎尿と食肉解体くず

中国 都市集中化で糞尿を利用・運河をさらう
ヨーロッパ

14世紀の飢饉とペスト（ヨーロッパの30%が死亡）
三圃式農業

冬穀物、春穀物（オート麦、エンドウ）、牧草地休耕）
四輪作法(農業革命）

かぶ→大麦→クローバー→小麦の輪作
窒素の供給＋農機具、家畜

18世紀の産業革命（毛織産業で都市への人口移動）
羊の囲込みによる農民の都市への移動も要因
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5 海を越えてきた貴重な資源

ジャガイモの役割
ヨーロッパにジャガイモが伝搬・栽培の拡大
30年戦争(1618-1648) 頃に麦に代わり奨励

アイルランドから伝搬しアメリカ独立戦争の食糧源
アイルランドで大飢饉(1845頃)

日本でも天保の大飢饉(1833頃)で奨励
都市人口の過密

ヨーロッパ都市でナイトマンでは追いつかない
1854年にロンドンでコレラの大流行
1865年にロンドンで水洗便所と下水道

→ リンの循環が途切れる
フンボルト(1765-1854)：インカの秘密肥料グアノの発見

1866年 スペインと四国同盟の戦争
1880年代に減少（代わって硝石の貿易）

← 肥料について一時的な解決
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交易によって変わる世界 5 海を越えてきた貴重な資源（つづき）

アメリカ大陸：1万年前までに馬が絶滅、人間が労働力
コロンブス交換（生物学上の均質化）意図的なものと偶然

－動植物などの様々な交換、珍しい 花や動物、品種改良含む
－奴隷による労働

食糧
ヨーロッパ・アジアからアメリカ

スペイン：牛・羊などの家畜、小麦、大麦、ブドウ等のたね
アジア等：米、大豆、オレンジ、キビ、砂糖、コーヒー

アメリカからヨーロッパ・アジア
トマト、トウガラシ、ピーナッツ、カカオ、たばこ、ナス、ジャガイモ、トウモロコシ、
サツマイモ、･･･

病原菌
天然痘、結核、腸チフス、マラリアが一気に新大陸で流行り人口が激減
ピーナッツ、ジャガイモ、トウモロコシ、サツマイモ、

〇食生活の幅が広がり、一変させた
注：下水汚泥からのリン資源化 日本では5%位(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部資料

12



交易によって変わる世界 5 海を越えてきた貴重な資源（つづき）

水の確保
作物のために水は必要であるが、ある意味で水は豊富にある
最初は、川沿い、泉の近くに住む

タイミング 雨季に集中することの対策 ← ダム
大量に蓄えられている地下水をくみ上げる方法 ← 井戸

古代人の知恵 カナート（紀元前1000年位に発明）

「仮想水」という考え方
農耕の開始と同時に仮想水の移動が始まった

コメや小麦など水と日光がふんだんにある場所で
栽培された作物が条件の悪い場所に住む人のもとに
運ばれることは水の移動量に換算できる

→ 農畜産物の交易で評価する水の量
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6 何千年来の難題の解消

1798 マルサスの人口論
1840 リービッヒ無機栄養説
1898 ロンドンの人口500万人
1820以降、シュプレンゲル（独の農学者）

腐植土の中に無機塩が存在している事実の確認
この無機塩が水に溶けて吸収され養分になることを確認

→ 有機肥料との比較・検証実験

グアノと硝石の枯渇
1898 クルックス（英国科学振興協会会長）の演説

・都市人口の急速な増加
・屎尿のリサイクルができず海に流れ出て無駄
・「空中窒素の固定」技術開発への期待

・・・「無機栄養説」を基盤とした化学肥料の商品化期待が背景14



画期的な技術(1) （つづき） 6 何千年来の難題の解消

窒素についてハーバー（物理化学学者）
18世紀末には、火花放電で固定化できることは証明済
1908 ハーバーが金属片の触媒に窒素ガスを通す方法で特許を取得

高温・高圧の条件を緩める方法でアンモニアを生成する方法

第1次世界大戦の爆薬製造、化学兵器に応用 （戦後にイギリスが技術を獲得）

1911 ハーバーがノーベル化学賞を受賞
BASFがこの特許を買い取り量産プロセスを開発
ボッシュはメタンガスから水素を分離し窒素と混ぜて触媒に何回も通して
アンモニアを生成して顆粒状の個体の固定窒素の大量生産する肥料工場誕生

1931 ボッシュと同僚のベルギウスがノーベル化学賞を受賞
1945～ 米が窒素肥料の改良と普及

リービッヒ （1830-1873）19世紀の化学者で農芸化学の父
無機栄養説などで著名
植物は窒素・リン酸・カリウムの3要素が必須で、3要素の中で与えられる

最小量の養分のみに影響される・・・窒素よりリンの量が重要
→ 癇癪もちで問題も多かったと述べている（wikipedia） 15



画期的な技術(2) （つづき） 6 何千年来の難題の解消

※ リンに関しては画期的というより経営面での功績

地球のリン循環は地質学的な時間をかけてゆっくり進む

たい肥、屎尿、灰、グアノは窒素とリンの両方を豊富に含んでいる

19世紀前半は「骨」が原料だった。
骨に蒸気を当てて機械ですりつぶし、破片と粉末にした。
イングランドではヨーロッパ本土の肉屋から輸入していた。

ローズ(1840年) ロザムステッド農業試験場 過リン酸肥料で特許
1850年頃まで、でバッファローの頭蓋骨と骨を熱して溶かして製造

リン鉱石の発見
リン鉱石の地層

数万年前、サンゴや鮫の骨が水に溶け凝固して積みあがっていく
フロリダ、中国、・・・土地の独占による価格の高騰

湖水の富栄養化・・・エリー湖、ビクトリア湖、・・・

〇現状： 肥料の欠乏による飢饉の回避とエネルギー源の確保
一方で、環境等への悪影響という副産物を伴う 16



7 モノカルチャーが農業を変える

1831 ビーグル号出発、1835 ビーグル号帰着

1839 ビーグル号航海の記録、1843 ビーグル号航海の動物学、
1842 ビーグル号航海の地質学

1858 ウォレス論文の手紙を受け取る
1859 「種の起源」出版
1865 メンデル「植物雑種に関する実験」出版
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ハイブリッド種子の誕生 つづき 7 モノカルチャーが農業を変える

メンデルの成果 再発見
ド・フリース、コレンス、チェルマックの再発見（1899～1900論文発表)
ダーウィン

自然選択
近親交配の弊害
雑種強勢の原則

メンデルの法則
・第一法則：優劣の法則
・第二法則：分離の法則
・第三法則：独立の法則
形質への着目 - メンデルはまず、エンドウに背の高いものと低いものがあることに着目した。
純系の選抜 - そして、背の高いものの種子のみを集め、修道院の庭で別に育てた。
育ったものの高さを見て、高くなったもののみの種子を集め、
さらにその翌年、それを蒔いた。
これを数年続けることにより、必ず背の高くなるエンドウの種子を収穫することができた。
背の低いものも同様に、数年かけて選定を行い、必ず背の低くなる種子を収穫できた。
優性の法則の発見 - 背の高くなるエンドウの種子の花のめしべに、必ず背の低くなる

エンドウの種子の花粉を受粉させた。
また、逆に背の低いものの花のめしべに、
高いものの花粉を受粉させた。

そして収穫された種子を蒔くと、すべての背が高くなった。
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優性の法則の発見

分離の法則の発見
次にメンデルは、このエンドウを自家受粉させて得られた種子を、さらに翌年

蒔いた。すると、背の高いものが3、背の低いものが1の割合になった。メンデ
ルは背の高さ以外に、エンドウの種子にしわのあるものとないものなど、複数
の形質について同じ実験を行った。すると同じように、しわのないものとあるも
のを交配すると、翌年はしわのないもののみが収穫された。この種子をさらに
翌年育てると、しわのないものが3、あるものが1の割合になった。同様に、種
子の色が黄色のものと緑色のものを交配しても、やはり同様の結論が得られ
た。
独立の法則の発見

メンデルは、エンドウの背の高さやしわの有無など、複数の形質をもつもの
同士をかけ合わせた。すると、それぞれの形質の遺伝の仕方に相関関係はな
く、1つずつの形質について優性の法則・分離の法則が成立した。これを独立
の法則と呼ぶが、メンデルの死後、ある一定の条件のもとでしか成立しないこ
とが分かった。

ハイブリッド種子の誕生つづき つづき 7 モノカルチャーが農業を変える

19



9 飢餓の撲滅をめざして―グローバル規模の革命

1849にかけてヨーロッパでジャガイモ疫病
1873 プレーリーの畑をバッタの大群で農作物が全滅

(1875 1877にも襲来したが、1902に絶滅）
1970 トウモロコシごま葉枯病（均一な品種という点で

2005 西アフリカからア始まり、アフリカ北部、
ポルトガル、オーストラリア東部にバッタ類大量発生

モノカルチャーの弊害
害虫
病害

DDT等に対して耐性をもつ病害虫対策･･･終わりなき戦い

20



トウモロコシのF1（ハイブリッド） つづき 7 モノカルチャーが農業を変える

農研機構のトウモロコシの育種（品種育成）
自殖系統を利用した一代雑種(F1)品種
F1には、収量などに雑種強勢が現われる

耐病性・茎葉ＴＤＮの含量に
両親の形質が受け継がれる

九州地域に適したF1品種の親として、
組合せ能力が高い自殖系統の育成
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ハイブリッド種子の誕生つづき つづき 7 モノカルチャーが農業を変える

ハイブリッドコーンと複交配
2つの単交雑雑種の間の交雑で、ヘテロシス育種の交配形式
4つの自殖系統(A,B,C,D)を(A×B)×(C×D)のように組合せる方法
複交雑は斉一性に欠けるところがあるが採種量の多い利点があり
実用的価値が高い。アメリカの雑種トウモロコシの大部分が
作られたが、現在は単交雑に代わっている。

トウモロコシの品種改良
（多くの真核生物で、両親からの配偶子をとおしてそれぞれ 1 セットのゲノムを
受け取り、２セットのゲノムを持つ。各遺伝子座について、2個の遺伝子を持っ
ている。同じ遺伝子座を占める個々の遺伝子を対立遺伝子と呼ぶ。両親から
同じ対立遺伝子を引き継いだ状態をホモ接合と呼ぶ。）

米国中央部プレーリーでの品種改良
種子商は、毎年、品評会を回って、成熟の早さ、色、病気への抵抗力、粒の

大きさ等の面で優れた変種から新種を作っていた。
しかしながら、同系交配で収量低下（近親交配の弊害）

収量アップだけは困難だったが、1950年代
メンデルの法則（雑種強勢）

を適用して数倍の収量を確保したものが「ハイブリッドコーン」
22



小麦の品種改良
1874 米で、農林10号への注目
1940年代 農林10号（丈が低いが倒れず、収量が多い）との

交配 ＋ 化学肥料 + 灌漑 ＋ 機械化

大豆
1922 大豆のビジネス化（アジアでの発酵品ではなく油と飼料）

人は豊かになるにしたがって、食で得るカロリーの比率が
でんぷん質から肉に変わっていく

（タンパク質は動物の消費エネルギーの食物連鎖を換算する
と牛肉450gは餌14kgを必要とする）

現在の化石燃料、殺虫剤、種子改良は含まれていない時代
23



8 実りの争奪戦

18451849にかけてヨーロッパでジャガイモ疫病

1873 プレーリーの畑をバッタの大群で農作物が全滅
(1875 1877にも襲来したが、1902に絶滅）

1970 トウモロコシごま葉枯病（均一な品種という点で
2005 西アフリカからア始まり、アフリカ北部、

ポルトガル、オーストラリア東部にバッタ類大量発生

モノカルチャーの弊害
害虫
病害

DDT等に対して耐性をもつ病害虫対策･･･終わりなき戦い

24



10 農耕生活から都市生活へ

人類は、能力を活かして文化を築いて進化した。
文化の中で急速に知識が蓄えられ、世代を通じて受け継がれた。
数千年後、

栽培が始まり、狩猟採集から農耕への移行で大部分が定住、
都市が生まれ、交易が始まり、
肥料などあたらしい取り組みで自然界の制約がはずれていった。

・・・
都市集中で、

20世紀初めの20億人、100人に15人未満の都市住民
20世紀末に60億人
2007年に全人口の半数以上が都市に住む

・・・ 食生活の変化、より脂っこく、より甘く

破たんの危機と新しい方向転換は何か

25



補足 トウモロコシの交雑
戸澤秀男： トウモロコシ歴史・文化、特性・栽培、加工・利用，農文協，2005

396ページの単行本で、著者は農水省研究所部長を経験した研
究者である。今回の話題で取り上げた「食糧と人類」で述べられて
いる内容、特に、歴史的展開については全て含んでいると思って
いる。図版がわかりやすかった。

複交雑は「食糧と人類」で意味が不明の用語であり補足する。
現在は、自殖系統の種子生産能力を高くし、交雑種子を安価に

する方向の開発が進んでおり、1960年以降は単交雑が主になって
いる。

理解できなかった点は、一代雑種（両親の性質の違いが大きい
ほど雑種強勢が大きく現れる）で毎年、種子を購入しなければ
いけない点にある。

これは、図を見ればわかるように親は安定している系統であるか
ら、通常の数十倍という非常に高価なものになっていることのよう
で、交雑を正確に行うことも大変であるということが大前提である。
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自殖受粉を繰り返すと殆どの性
質が低下する。10世代位の後に
は一定の性質をもつようになる。
この状態を自殖系統という。
このようになる原因は対立遺伝
子のホモ化と考えられている。

このようにして得られたABCDの
系統は遺伝子座のいくつかで、
交雑相手の遺伝子がヘテロであ
るため、この2つの交雑では雑
種強勢の性質をもつようになる。
例えば、収量が多い、病害虫に
強い、丈が低い等の望ましい性
質が現れる。

ポイントは、自殖系統間では種
の量が少ない等の欠点がある。

そこで、（A×B）×（C×D）に
より種子の大量供給を実現した。
これを複交雑という。
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補足 今回取り上げなかった参考文献について
ドネラ・H・メドウズ： 成長の限界人類の選択，ダイヤモンド社，2005

ローマクラブの成長の限界に関わった中心にいたメドウズ夫妻らが、30年後の
2000年頃の数値まとめて分析し、提言を試みた本である。
地球資源の問題や環境が複雑な問題を整理している。「持続可能性」という
視点からの情報の重要性について述べているが大分状況は変わってきている
と個人的には思うが、考えはまとまらない。「いま、私たちができる5つのルール」
は、ビジョンを描くこと、ネットワークをつくること、真実を語ること、学ぶこと、
慈しむこと、は何かを考える際のチェックリストと考える。

佐藤洋一郎： 食の人類史 ユーラシアの狩猟・採集、農耕、遊牧，中公新書2367，2016
「食糧と人類」と同様の本である。「牧畜」を取り上げて解説している。

サダヴァ他： アメリカ版 大学生物学の教科書第2巻 分子生物学，2010，
講談社ブルーバックス

鵜飼保雄： 植物育成学，東京大学出版会， 2003

農研機構 http://www.naro.affrc.go.jp/

映像授業 Try It 高校生物／生物基礎 https://www.youtube.com/

ネット上の動画は素晴らしいと思っている。


