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「食糧危機」問題に興味を持ったきっかけは、マンガ「エンゼルバンク」（三田紀房、講

談社、全 14 巻）でした。第 10 巻(2010/1/22 発行)と第 11 巻(2010/2/23 発行)に、農業の新

しい形を登場させています。その中で、見学者の「食糧危機」が不安だという言葉に、そ

んなものは絶対に来ませんと、笑い飛ばすところがあります。11 巻の最後にある川島博之

氏の説得力のある文章で、危機はないなと納得しました。川島氏の著書『「食糧危機」をあ

おってはいけない』を読んでみると、これが面白い。この本の参考文献に危機を叫ぶ柴田

明夫氏の「食糧争奪」、「飢餓国家ニッポン」が載っていて、これも読んでみたのですが、

こちらも面白い。 
 今回は「…あおってはいけない」を紹介します。うまく紹介できますかどうか。 
  



 
 
 

『「食糧危機」をあおってはいけない』では、第 1 章～第 5 章で、危機を説く主張を取り上

げて、その主張の妥当性を検討し、実態に合わないこと示しています。各章は食糧危機説

の要約から始まります。 
 
第1章 「爆食中国」の幻想 
 
 食糧危機説 
  BRICｓの成長で、穀物の需要急増 
 
 今後、高度経済成長を続ける中国、インド、インドネシアなどの国々では、穀物生産量

の減少と輸入の急増が起こるだろう。なぜかといえば、農地は工場や宅地に転用されて減

る一方で、人々の生活が向上し、ライフスタイルが先進国化、欧米化するからだ。 
 人々は所得が向上すると肉を食べるようになる。しかも所得が高くなるにつれて、鶏肉

から豚肉、そして牛肉と食肉のグレードを上げていく。1 キロの食肉を生産するのに、豚肉

なら穀物飼料が 7 キログラム、牛肉なら、11 キログラム必要である（農水省推計）。 
 これが何を意味するか、つまり穀物に代えて牛肉を食べるということは、穀物をこれま

での 10 倍消費するということと同じなのだ。人口 13 億の中国人が牛肉を好んで食べるよ

うになれば、世界の穀物需要はまさに爆発することになる。 
 現在、中国人の肉の消費は多めに見積もって 1 人当たり年間 56 キロほどであるが、消費

は右肩上がりに急上昇を続けており、いずれは先進国アメリカの 120 キロに近づいていく

だろう。 
 またインドも本格的な経済成長をはじめている。インドの 1 人当たり食肉消費量は 2005
年に 5.3 キロと、アメリカの 20 分の 1 以下である。人口の 3~4 割が貧困層に属すインドで

は、経済成長に伴ってこれまで貧困層だった人々の所得が向上し、同時に食生活が豊かに

なることで、一人当たりの穀物消費量が急拡大することが予想される。加えて人口増加も

進行中であり、今後は穀物の大量輸入国になる可能性が高い。 
 食肉や大豆の輸出大国であるブラジルでも、人口増加と所得の向上にともない、国内の

穀物消費量は 2000 年代に入って年間 200 万トンずつ増加している。ブラジルの人口は、

2050 年までに 2 億 5 千万人に増えるものと推計されており、現在の消費量増加ペースが維

持されると、2050 年には穀物の総消費量は 1 億 5400 万トンにもなり、自給を維持するだ

けで年間 1 億トン近い増産が必要となる。この生産量は現在のおよそ 3 倍にあたる。 
 世界中で穀物の需要が高まってきており、早晩生産が追いつかなくなるのだ。 
 
 ----危機説おわり---- 
 
危機説の主張は妥当なのか、川島氏の調査によると実態と合わないことが続出します。 



 
 
 

1990 年代、中国の著しい経済成長が注目されはじめた頃には、「このままだと中国は年々

穀物の輸入量を増加させ、2030 年には年間 2 億 700 万トンから 3 億 6900 万トンの穀物を

輸入することになる」とも言われました。 
 中国の穀物輸入量は 95 年をピークに減少に転じています。2000 年代に入ると、年によ

っては余剰生産分を 1 千万トン以上も輸出したこともあります。これは中国政府の農業生

産刺激策によるといわれています。 
  
 もともと牛は放牧でした。アメリカでは 20 世紀初頭、牛を穀倉地帯であるシカゴ周辺に

集め、近隣で大量に収穫されるトウモロコシを、柵に係留した牛へ短期間に大量に与えて

肥育させ、肉にして出荷するのが一般的になりました。 
 ヨーロッパでも、1960 年代になると大量にできる小麦が家畜の餌として使われるように

なりました。 
 しかし中国で家畜の飼料の中心になったのは穀物ではなく大豆でした。それも油をとっ

た絞りかす、「大豆ミール」です。日本のように大豆を人間が大量に食べる国は少なく、大

豆は大豆油のためにあるというのが世界の大勢です。 
 大豆は 33％のタンパク質と 20％の油分を含んでいます。大豆ミールになると、タンパク

質は 42％にもなりトウモロコシの 5 倍です。現在の家畜用配合飼料は、大豆ミールにトウ

モロコシなどの穀類、そして魚粉などを加えたものです。 
 中国の大豆の輸入量は、1991 年の 85 万トンから、2004 年には 2190 万トンと跳ね上が

りました。国内生産は 1991 年の 972 万トンから、2004 年の 1780 万トンになっています。

この増加には、食用油の消費量が増えたことも影響しています。 
 経済成長をはじめた国では、一般に食用油の消費量が増えていきます。脂っこいものを

好むようになるのです。 
この中国の大豆の輸入量は、ブラジルが農地を倍増し、大豆を増産して引き受けたので、

市場の混乱はありませんでした。日本で、豆腐がない、味噌、醤油が買えないとなれば大

騒ぎだったでしょうが。 
 
 世界全体の資料用穀物の消費量は 1960 年代初めの年間 2 億トンから、70 年代半ばには 5
億トンと、大きく伸びてきました。1970 年代には｢この伸び率が今後も続く｣と予測されて

いたのですが、実際には 80 年代に入って徐々に需要の伸び率が低下し、90 年代半ば以降は

さらに下がっています。 
 鈍化の理由としては、大豆ミールが大きいのですが、｢畜産革命｣ともいえる畜産技術の

進歩によって、食肉の生産効率が高まったことが挙げられます。 
 豚では、大人の豚は親豚、種豚だけです。それ以外は食用として、4 ヶ月程度で処分しま

す。6 ヶ月までは生かしません。現代の技術では、豚肉 1 キロの生産に、4 キロ程度の穀物

ですむと言われています。 



 
 
 

 鶏では、1970 年代には 10 週間と言われていたものが、6 週間まで短縮され、今では 4
週間程度になっています。鶏肉 1 キロの生産には 2 キロ～2.5 キロの穀物で済みます。 
 牛肉の生産効率はあまり向上していないものの、世界全体としては鶏肉と豚肉の需要が

伸びているので、畜産革命は大きく影響しています。 
 2050 年になっても、飼料用穀物の消費量は現状の年間 6 億トンから、せいぜい 8 億トン

程度にしか増えないと考えています。 
 
 1990年代に、｢世界中の穀物を呑み込んでしまう｣といわれた中国を見てみましょう。FAO
の統計によると、中国の 1 人当たりの穀物消費量は 1996 年に 382 キロでした。同年の日本

は 331 キロで、中国が日本を上回っています。しかし、その年がピークで以後は減少し、

2004 年には 324 キロと、日本と同程度に落ちています。つまり中国の消費量は 1990 年代

で頭打ちだったのです。 
 一人当たり GDP が 1 万ドルを超えたあたりから先進国の仲間入りとされるようですが、

動物性タンパク質の消費量などを見ると、所得の向上によって食生活が大きく変わるのは、

もっと早い段階のようです。 
 日本は現在、一人あたりの GDP が約 3 万ドルですが、肉や魚など動物性タンパク質をた

くさん食べるようになったのは、1950 年代の終わりから 1960 年代にかけて、GDP でいう

と 1000 ドルから 2000 ドル、遅めに見ても 3000 ドルに達した時期でした。食糧供給の内

訳を見ても、1970 年代に入った時点では、現在とほぼ同じ食生活をしています。 
 韓国の GDP はまだ 3 万ドルに達していませんが、肉の消費量は日本と同じ用に、ほぼ頭

打ちになっています。 
 中国の一人あたり GDP は 1980 年代半ばまでは 300 ドル以下でしたが、2003 年に 1000
ドルを超え、｢2007 年に 2000 ドルを超えた｣という発表が 2008 年 3 月にありました。食生

活についてはすでにかなり向上してきていると見てよく、また人口増加率も急減している

ことから、中国全体の食肉消費量は、増加は続くとしても、過去 20 年よりは少ない範囲に

留まるでしょう。 
 
 危機説の間違いの一つは、中国人がアメリカ人と同じように大量に肉を食べるようにな

り、特に牛肉を好むようになると予測したことです。 
 アジアには欧米ほど強く肉食に偏重する嗜好はありません。 
 アメリカ人の一人あたりの食肉消費量は 1 年間に 120～130 キロにも上り、さらに牛乳を

300 リットルぐらい消費しています。 
 一方、日本人は魚など水産物を年間 65 キロ消費していますが、肉は 40 キロほどしか食

べないし，牛乳も 70 リットルから 80 リットルぐらいしか飲みません。しかも牛乳の消費

量は 90 年代半ば頃をピークに、最近は低下傾向にあります。 



 
 
 

 韓国は日本より肉を好むようで、食肉の消費量が 1 割ほど多いものの、傾向としてはほ

ぼ同じです。経済力ではなく食文化として、アジア人は欧米人ほど肉を食べないのです。 
 中国の食肉消費量のデータは正確性に疑問があるのですが、2004 年には日本や韓国を上

回り、一人あたり 56.8 キロとなっています。さらに増えるとしても｢アメリカ人並みになる｣

と見るのは間違いでしょう。 
 
 食べる肉の内訳でも、アメリカと中国では違います。アメリカでは肉と言えば牛肉です、

しかし中国の人が、｢肉｣と言われてまず思い浮かべるのは、豚肉です。中国の種類別の食

肉生産量の統計を見ると、1980 年代半ばまでそのほとんどを豚肉が占めていました。それ

以後はそれ以外の肉も増えていますが、豚肉は 6 割以上を占めています。また増えた肉で

最も多いのは鶏肉で 2005 年に約 14％となっています。牛肉は同時期に 10％に達していま

せん。 
 
 アメリカや西ヨーロッパの人たちは｢自分たちが世界で一番進んでいる｣と思い込んでい

て、何となく｢世界中のみんなが俺らと同じライフスタイルに変わってゆくはずだ｣と考え

ている節があります。肉なら一人あたり 120 キロ食べていることが、｢肉を食べられる｣先

進国の証拠であり、それに達していない国は遅れているように目に映るわけです。 
 けれども世界はそれほど単純ではありません、文化には多様性があって、それが食の嗜

好にも影響してくる。｢文明の衝突｣ではありませんが、食文化は最も保守的な価値観に根

ざすところです。一朝一夕で変わるものではないのです。食糧需給を予測するのにはそう

した観点も重要です。 
 中国は 4000 年以上の長い食の歴史を持ち、もともとアメリカなど問題にならないほど高

い食文化を持った国です。ハンバーガーやフライドチキンの店がもてはやされる表層的な

現象を見たとしても、｢中国の食生活がアメリカに追いつく｣という発想になるのは間違い

です。同じことはインドやその他の国にも言えます。 
 
 インドの経済発展は中国より 10～20 年遅れているため、今後の一人あたりの所得の伸び

は、インドの方が大きくなるでしょう。 
 2008 年 5 月ブッシュ大統領は、ミズーリ州での講演で｢インドの経済成長で、インドの

中間層 3 億 5000 万人の生活が向上したために食糧価格が高騰している｣と発言して、イン

ド人から大変なひんしゅくを買いました。果たして｢誰がインドを養うのか？｣ということ

になるのでしょうか。 
 結論から先に言うと、そうはならないと思います。なぜなら、｢ヒンドゥー教徒は牛肉を

食べない｣からです。 



 
 
 

 実はインドでは、牛肉だけでなく肉全般があまり食べられていません。最近の急速な経

済の発展にもかかわらず、2005年になってもインド人一人あたりの食肉消費量はわずか 5.3
キロに留まっています。これは日本人の 8 分の 1，アメリカ人の 20 分の 1 以下です。 
 インドの国勢調査によると、80％がヒンドゥー教徒、13％がイスラム教徒となっていま

すが、ヒンドゥー教徒は牛肉だけでなく豚肉もほとんど食べません。イスラム教徒は牛肉

を食べるため、牛肉は多少生産されていますが、豚肉はその牛肉のさらに 3 分の 1 程度し

か生産されていません。インドで比較的食べられているのが羊肉と鶏肉ですが、それも量

的にはわずかなものです。 
 アジア史学者水島司教授の話では、インドの人たちは肉を食べることは｢あまり上品な行

為ではない｣という意識を有しているそうです。 
 バラモンは全員がベジタリアンです。カーストによる差別は憲法で禁止していますが、

バラモンを社会の上位者と見る意識が厳然とあって、彼らの道徳は経済的に成功した人た

ちにとって一つの規範となっています。ビジネスの世界で成功した人が、上流の人たちの

集まりで食事する機会に、うっかり肉をムシャムシャ食べていると、低いカーストの出身

者、でなくても人から格下として扱われてもかまわない人間と見られてしまいます。その

ため、インドでは社会的に成功すれば成功するほどベジタリアンになってゆく。少なくと

も人前では肉は食べなくなっていくのです。 
 
 インド人が肉を大量に食べるようになって、世界の穀物需要を変えてしまうことはなさ

そうです。 
 
 西アジアはイスラム圏で、一般的には鶏肉と羊肉(マトン)を食べています。近年消費が伸

びているのが鶏肉です。1961 年には西アジア地域で最も多いのは羊肉で 63％でした。現在

では鶏肉が多く 2005 年には 53％となっています。 
 
 サハラ砂漠以南のアフリカには、2005 年の時点で 7 億 5000 万人が暮らしており、人口

増加率が高い地域でもあります。一人当たりの食肉消費量は 10 キロ前後と、インドに次い

で、世界で最も肉を食べない地域となっています。しかしインドのように食文化の影響で

肉を食べないのではなく、40 年以上以前の 1961 年、この地域の一人当たりの肉消費量は

今より多く、アジアよりも多かった、つまり肉食の食文化はあるのです。 
 肉の消費量が少なく、しかも減る傾向にあるのは、食糧事情がよくないためでしょう、 
20 世紀後半の同じ期間に肉消費量が減った地域は、世界で東アフリカと中央アフリカの 2
カ所だけです、 
 サハラ以南の国の一つであるエチオピアを例にとると、国民一人当たりの穀物供給量は

過去 40 年間下がり続けています。1961 年に 2200 万人であった人口が 8000 万人に、4 倍

近くに増えた中で、食糧生産の増加が人口増加に追い付いていません。 



 
 
 

 ただ私は 2007 年の秋にエチオピアを訪れ、貧しい農村にも行ってみましたが、食糧不足

でみんな瘦せ衰えているといったことはありませんでした。 
 減ったといってもかつて一人年間 160 キロぐらいだった穀物消費量が、130 キロ程度ま

で少しずつ減っているという状況で、かわりにイモの消費量が増えています。「アフリカの

人たちは非常に貧しい食生活をしている」と日本では見ているけれども、豊かではないに

しても、ちゃんと全員が食べています、 
  



 
 
 

第 2 章  「買い負け」で魚が食べられなくなる？ 
 
 食糧危機説 
  「買い負け」の広がり 
 
 新聞やテレビで、マグロの競りに日本の業者が中国などの新興国に競り負ける姿を見た

ことのある人は多いだろう。新興国の貧しい人々も、所得に余裕が生まれ、動物性タンパ

ク質を求めるようになってきた。そこで、人々はまず家畜の肉よりも安価な魚肉の消費を

しはじめたのだ。 
 世界の漁獲量は 20 世紀後半の 50 年間で５倍に増えたが、その結果、多くの海域で漁場

が崩壊し、ホンマグロ、マカジキ、ハタ、タラといった海洋の大型捕食魚の 90%が姿を消

した。世界の漁獲量はすでに 1980 年代後半から 6000 万トン前後で頭打ちになっており、

資源量は明らかに限界に達している。にもかかわらず漁場の 70%以上で持続不可能な乱獲

が行われており、漁獲量は今後ますます減少に向かうだろう。 
 一方、中国では近年、魚介類の消費量が増えている。中国人が１人当たり日本人と同じ

量の魚介類を消費するようになったとすると、全体では 1 億トン以上が必要となり、世界

全体の漁獲量を１国だけで上回る。 
 
 ----危機説おわり---- 
 
 穀物が品薄で、価格が高騰したとしても、次期の作付けが増えて増産されれば、価格が

戻ってゆく。買い負けと言っても一時的な現象です。 
 けれども水産物の増産は、養殖以外では困難です。 
 海洋からの漁獲量は 1990 年代に年間 7000 万トン程度でピークを打ち、以後はほぼ横ば

いで推移しています。このあたりが世界の海の生産量の限界と見て良さそうです。 
 水産物の買い付けを行っている商社の人に話を聞くと、卸売市場に出てきたマグロなど

に対して、香港や上海の仲買人が法外な値段を出してきて、日本の商社などが｢とてもその

値段ではセリに勝てない｣と下りてしまい、中国勢が競り落としていくという例があったの

は事実のようです。 
 しかし現場の人に聞くと、｢『買い負け』という言い方は、自分たちとしては実感の湧か

ない言葉だ｣と言います。｢経験から言って、あのマグロにそれだけの価値があるとは思え

ない。彼らは商品価値に見合わないような値付けをしている｣というのです。 
 
 この後、世界の魚食事情を述べた後、｢魚の消費が爆発的に増えるとは思えません。日本

でも消費量は減少傾向です｣、とむすんでいます。 
  



 
 
 

第 3 章  21 世紀、世界の人口は減少に転じる。 
 

食糧危機説 
 人口爆発で、食糧が不足する 
 
世界の人口は 1950 年の 25 億人から、2008 年現在約 67 億人にまで増加した。国連推計

によれば、次の半世紀で 91 億人、1.4 倍に増える。最悪のケースでは、106 億人の予想も

されている。 
世界の栄養不足人口は 2000 年代になって増加しており、世界食糧計画（WFP）の発表

によれば、全世界で年間 1500 万人が餓死し、8 億人が飢えに苦しんでいる。 
世界人口は現在も年間 7000 万人以上も増え続けている。地球のキャリング・キャパシテ

ィ（人口扶養能力）から見て、すでに世界人口は過大になっている。 
このまま人口の爆発が続けば、21 世紀は「飢餓の世紀」となるだろう。 

 
 ----危機説おわり---- 
 
世界人口の推移を考えるとき、国連の中位推計を使うのが一般的ですが、そこでは現在

の世界人口 67億人に対し、｢2050年に 91億人になる｣と見ています。高位推計は 106億人、

低位推計は 77 億人です。しかし、国連の推計で用いられている出生率から考えると、少な

くともアジアでは、中位推計では高すぎると考えます。 
 一人の女性が生涯に何人の子供を産むかという数を「合計特殊出生率」と呼びます。一

般には「出生率」と言っている数字ですが、日本では 2000 年から 2005 年までの平均で 1.33
ですところが国連の中位推計では「日本の出生率は年を追う毎に回復し、2050 年には 1.85
まで上がる」としているのです。 
 同じように、中国の 2000 年から 2005 年の平均の出生率は 1.77 なのですが、国連中位推

計では「回復して 2015 年からは 1.85 になる」としています。 
 どうやら国連中位推計では、各国の出産奨励などの政策要因によって今後、出生率が回

復して、現在よりもずっと高くなると見ているようです。 
 インドに関しては、2000年～2005年の平均は3.07と高いのですが、徐々に低下して 2035
年までには同じ 1.85 になるとしています。 
 私には、この 1.85 という数字にはっきりとした根拠があるようには感じられません。日

本の国立社会保障・人口問題研究所の推計では、中位推計として今後50年間の出生率を1.21
～1.29 と、ほぼ現状に近い値で見ています。 
 
 アジアでは経済がうまく発展しはじめると、例外なく出生率が低下しています。 
食糧危機説でよく話題に上る中国にしても、出生率は 2 を切っており、すでに人口はほ



 
 
 

とんど増加していません。「一人っ子政策を行ったからだ」という説明がされますが、原因

はそれだけではないと考えています。一人っ子政策が実施されたのは 1979 年からですが、

統計を見るとすでに 1960 年代の終わり頃から、急速に出生率が低下しているからです。 
もう一つの人口大国であるインドでは、1950 年頃から持続的に出生率が低下しており、

高かった人口増加率も急速に低下してきています。 
 
経済成長をはじめた国で第一に人口の抑制要因となるのが、「子供に高い教育を受けさせ

る」という親の考えです。 
経済成長で新しい産業に参加した人々は急速に豊かになりますが、農村は貧しいままで

す。農民一人当たりの農地面積はインドを含む南アジアで 0.3 ヘクタール、東南アジアでも

0.4 ヘクタールで、日本の半分以下の狭さです。中国はさらに狭く、一人当たり 0.2 ヘクタ

ールとなっています。アメリカやオーストラリアの 100 分の 1 にしかなりません。 
農民とそれ以外の一人当たりの生産額を比較すると、インドでは農民はそれ以外の職業

の 23％しかなく、タイではさらに少なく 13％、中国ではわずか 8％しかないのです。とこ

ろが大都市に出て行って外資系の企業に雇われ組立工や事務員として働くと、ちょっとし

た訓練を受けるだけで、その 10 倍ぐらいの収入が得られるのです。年収 40 万円から１０

０万円くらいです。 
工場労働をするには、ある程度の基礎学力が必要です。外資系企業に採用してもらうに

は、ヒンディー語だけでなく英語が話せなくてはなりません。子供を５人も１０人もつく

って農作業を手伝わせるくらいなら、子供はせいぜい２，３人にして、できるだけ教育を

つけされるべし。 
 

  合計特殊出生率   
国・地域 年次 出生率 1985 年 1970 年 
日本 2006 年 1.32 1.7 2.2 
韓国 2007 年 1.26 1.6 4.5 
香港 2006 年 0.98 1.3 3.4 
タイ  2005 年 1.90 2.2 5.0 
シンガポール 2006 年 1.26 1.5 3.2 
台湾 2006 年 1.12 1.9 4.0 

 
韓国の大学進学率 

1980 年 27.2% 
1990 年 33% 
2000 年 68% 
2004 年 80％ 



 
 
 

もう一つの要因として、女性の社会進出が考えられます。 
アジアで人口が増えなくなっている理由の第 2 は、女性が職業を持ちはじめたことです。 
日本では結婚したら仕事を辞めて専業主婦になる女性も少なくありませんが、アジアで

は一生働くつもりでいるし、キャリアアップも目指す。そうなると結婚年齢も遅くなり、

産む子供の数も減っていきます。仕事を優先しまったく結婚しない人、結婚しても子供を

つくらない人、「子供は一人でいい」という人が・多くなります。 
 
結局、東アジアでは人口爆発は起きそうにありません。世界の中で人口増加率の高い地

域は、西アジア、南アジア、そしてアフリカです。中でも爆発的に増えている国はほとん

どがアフリカにあります。 
 例えば東アフリカにあるエチオピアの人口は、1950 年ごろには 1800 万人でした。し

かし現在は 8000 万人と、半世紀で 5 倍になっています。国連の予測ではエチオピアの人口

は、2050 年には 1 億 7000 万から 1 億 8000 万人になると言われています。つまり 100 年

間で 10 倍に増えるわけです。 
アフリカの現在の人口は 10 億人程度ですが、2050 年にはもう 10 億人増えて、現在の 2

倍になると予想されています。さらにその増加のほとんどが現在 8 億人足らずしか住んで

いない、サハラ以南のアフリカで起きると見られています。 
アフリカの人口増加によって、それ以外の地域の食糧需給が逼迫することはないでしょ

う。外国から輸入した食料を買う経済力は、アフリカの人たちにはありません。農地は十

分にあり、農地に転用できる土地もあります。アフリカの人口爆発はアフリカで対応可能

なのです。 
  



 
 
 

第 4 章  生産量は本当に限界か？ 
 
食糧危機説 １ 

  食糧生産は限界に達した。 
 
 世界の穀物生産量は、もはや上がらない。1950 年から 1996 年にかけて穀物の生産量は

約 3 倍に増加したが、その後は伸びなやんでおり、横這い状態が続いている。 
 20 世紀の農業技術の進歩は、耕地の生産性を大きく拡大し、単位面積当たりの収穫量を、

数倍にもしてきた。 
1950年から 1990年にかけて、世界の穀物の作付面積当たりの生産性は、平均で年率 2.1%

ずつ上昇していたのだ。 
しかし 1990 年から 2000 年にかけては年率 1.2%に落ち込んだ。2000 年から 2010 年に

かけては、さらに低下し、0.7%まで落ち込むと見られる。2010 年以降、単位面積当たりの

収穫量の増加率はもっと鈍くなるだろう。 
農業技術による耕地の生産性を上げる手法はすでに頭打ちになったのだ。 
 

 ----危機説おわり---- 
 
第 2 次大戦後、1950 年代から 1980 年代にかけ、先進国では穀物の生産高が飛躍的な伸

びを見せました。典型的な例として、フランスの小麦の単収(単位面積当たりの収穫量)を見

てみましょう。 
  フランスの小麦の 1 ヘクタール当たりの収穫量 

1900 年 1920 年 1940 年 1960 年 1980 年 2000 年 
1.3 トン 1.4 トン 1.3 トン 3.1 トン 5.7 トン 7 トン 

戦争中まで 1 トン台であった収穫量が、急速に増加し 2000 年代には 7 トン以上と 7 倍に

も増えていることが分かります。 
古代エジプトから面積当たりの収穫量はほとんど変わらず、1 ヘクタールから 1 トンだっ

たのです。100 人分の食糧をつくるために、90 人くらいが農業で働く必要がありました。

そうした世界では、100 人のうち 10 人ほどだけが貴族や僧侶と言った非生産階級になるこ

とが許されたのです。 
ところが今の日本では農民の割合は、兼業農家も含めて、わずか 3％です。アメリカでは

もっと少なく、2％です。100 人のうち 2 人が、自分たちを含めたアメリカ人 100 人に十分

な食糧を供給し、さらにそれとほぼ同量の食糧を世界各国に輸出しています。現代は、農

民社会が非農民社会になってゆく大変革の最中なのです。 
そのような大変革をもたらしたのが、｢緑の革命｣なのです。それには 3 つの側面があり

ます。｢多収穫品種への改良｣｢化学肥料・農薬の普及｣｢灌漑面積の拡大｣です。 



 
 
 

 ｢緑の革命｣の主役は窒素肥料です。地面には空気中の窒素を固定する微生物がいて、そ

れが地中に蓄えた窒素化合物を取り入れて植物が成長します。しかし、微生物の固定より

早くそれを消費すれば、それがまた十分たまるまで、待つ必要があります。化学工業が窒

素肥料を供給するようになると、収穫量は一気に増えます。 
窒素肥料の使用量は地域によってかなりの差があります。 
  窒素肥料の地域別使用量（kg/ha） 

西ヨーロッパ 207.3 
東アジア 168.0 
北米 137.6 
オーストラリア周辺 63.0 
南米 54.2 
旧ソ連（欧州） 23.4 
中央アフリカ 2.2 
肥料の使い方には、かなりの差があります。すべての地域で単収を上げようとはしてい

ないのです。手間暇かけて単収を上げなくても十分やっていけるということでしょうか。 
とにかく、世界には収穫量を増やす余地は相当にあると言えるでしょう。 
 
「農業技術による耕地の生産性を上げる手法はすでに頭打ちになったのだ。」まだ使って

いない地域がたくさんあるのだ、でしょう。 
 
 
食糧危機説 ２ 

  農業用地が減少している。 
 
 単位面積当たりの収穫量が増やせない以上、農地を増やすしかないが、それも限界を迎

えている。 
 そればかりか、世界の穀物の作付面積はむしろ縮小傾向にあるのだ。1950 年の 5 億 9000
万ヘクタールから、1981 年には 7 憶 3000 万ヘクタールまで拡大したが、同年をピークと

して減少に転じ、2005 年には 6 億 8000 万ヘクタールになっている。 
 原因は工業化と都市化による農地の転用と、表土の流出や砂漠化、灌漑用水の枯渇によ

る農地の荒廃だ。 
 家畜数の増加と過放牧により、世界各地で草地の砂漠化が進行している。 
 1990 年台の乾燥地における土壌浸食はアフリカ、アジアを中心に、オーストラリア、ヨ

ーロッパ、南北アメリカの合計で 9 億ヘクタールにも達した。これは世界の穀物作付面積

である 6 億 8000 万ヘクタールを大きく上回っている。 
 また農地の工業用地、住宅地への転用や耕作放棄地も増えている。 



 
 
 

 モータリゼーションの進行によって道路や駐車場など世界全体で舗装される土地の面積

は年間 40 万ヘクタール近くに上るが、これらのもとは耕地だった。また世界人口は年間

7000 万人以上のペースで増えているが、人口が 100 万人増える生活空間として 4 万ヘクタ

ールの土地が必要とされ、年間 280 万ヘクタールが耕地から住宅等に転用されている。 
 
 ----危機説おわり---- 
 
 都市の面積は農地面積の数十分の 1 である。問題になるほど農地が減ったわけではない。

一方、休耕地はかなり多い。生産過剰で値崩れを起こさないように調整しているのです。

使わない農地を転用することを問題だと言っているのは滑稽だろう。 
 
 

食糧危機説  3 
  水が足りない。肥料も足りなくなる。 
 
 しかも耕地があればいいわけではない。水と肥料の不足によって今後は食糧生産が減少

に転じる怖れも出てきている。 
 穀物 1 トンを生産するのに、1000 トンの水が必要とされる。 
 人間が飲物によって摂取する水の量は 1 日当たり約 4 リットルだが、1 日分の食料を生産

するには、その 500 倍の 2000 リットルの水が使われているのである。 
 世界の食糧生産の増大に大きな貢献のあった灌漑農法は、1950 年から 2000 年の半世紀

で三倍の面積に拡大されてきたが、都市や工業部門の水需要が増加し、灌漑用水が工業用

水や生活用水と競合しはじめている。水資源の制約から、アメリカ、中国、インドなど、

主要な穀物生産地域では灌漑面積は縮小しつつある。 
 世界の主要農業地域の河川水はすでに利用され尽くしており、20 世紀後半の食料増産は、

地下水をポンプで汲み上げる揚水による灌漑で支えられてきた。世界中で灌漑用の井戸が

数百万本も掘られ、大量の水を汲み上げて灌漑に使ってきた。 
 しかし現在、この揚水によって多くの国で地下水位の低下が深刻になってきている。 
 アメリカの南西部やグレートプレーンズ南部一帯では、化石地下水層からの汲み上げに

よって灌漑を行っている。新たな水の補給が行われない化石地下水は一度水を使ってしま

えば終わりである。テレビの特集でも報じられていたが、使いすぎによる地下水位の低下

が続き、このまま続ければいずれ水の枯渇で多くの農地が失われることになる。同様の地

下水低下の問題は中国、インドでも起きている。中央アジアのアラル海沿岸部では、注ぎ

込む河川の水を灌漑に利用してきた結果、アラル海は干上がりきってしまった。 
 水だけでなくリン鉱石を始めとする肥料原料も枯渇しつつある。アメリカではリン鉱石

の輸出を制限し、2008 年からは中国も輸出規制をはじめた。リンが手に入らなければ、穀



 
 
 

物の増収を可能にしてきた近代農業は早晩立ち枯れることになろう。 
 
 ----危機説おわり---- 
 
 小麦はあまり水やりをしなくてもよい作物です。やりすぎると枯れてしまうのです。一

般に降雨量が年間 300 ミリから 5,600 ミリぐらいの、オーストラリアのような若干乾燥し

ている地域が栽培適地とされています。西ヨーロッパでは冬に霧のような雨が降るのです

が、その水でご麦は十分育ちます。 
 トウモロコシは小麦よりは水が必要ですが、大部分の産地では天から降ってくる雨だけ

に頼っています。これを天水農法と呼びます。 
米はたくさん水が必要なので、特に雨の多い地域を除けは灌漑が有効です。灌漑が増産

に大きく寄与したのは、米を作っている地域だけとみてよいでしょう。 
西ヨーロッパや北米は、灌漑率は 10％台に留まっています。世界の多くの地域では取水

率が 10％以下です。取水率が 10％を超える東アジア、南ヨーロッパ、西ヨーロッパなどは、

昔から水を利用する工夫を重ねてきた地域です。 
世界の穀物輸出地域では、水資源の不足は生産のネックにはなりません。 
 
アメリカの地下水脈、オガララ帯水層は地下水位の低下が問題になりましたが、関係す

る各州で水資源管理プログラムが計画・実施されています。 
 そもそも、オガララ帯水層の水に頼る農地の穀物は多くはないのです。穀物生産に適し

た土地でもなく、人口も少ないのです。穀物需給に影響を与える問題ではありません。 
 旧ソ連のカザフスタンとウズベキスタンに接するアラル海は、灌漑のための過剰な取水

によって、面積が半分以下になった湖として有名です。ここは綿花の栽培をしていたので

す、小麦が 1 キロ生産するために 1000 リットルから 2000 リットルの水を使うのに対し、

1 キロの綿花のためには 1 万から 3 万リットルの水を消費すると言われています。もともと

綿花栽培が無理な土地だったのです。 
  
リンは自然界でリサイクルされる元素です。水に溶けやすいリン酸イオンとなっても、土

に吸着されやすく、畑に蓄積される肥料なのです。ある程度の年数継続的に使用すれば、

その後ずっと高い濃度で残っています。 
 
 

食糧危機説 4  
 地球温暖化の悪影響 
 
アメリカ科学アカデミーが 2004 年に発表した研究報告『気温の上昇が米の収穫量に及ぼ



 
 
 

す影響』によれば、地球温暖化により生育期間の気温が 1 度上がるごとに、コメの収穫量

は 10％ずつ下がる。さらにアメリカでの研究報告によれば、大豆とトウモロコシの収穫量

は気温 1 度の上昇ににつき 17％ずつ下がる。 
「気候変動に関する政府間パネル（IPP）」では、現状のまま推移すれば 21 世紀には気温

が 1.4～5.8 度上昇すると予想されており、熱波によりヨーロッパや北米の穀倉地帯である

グレートプレーンズやコーン・ベルトで収穫量が激減しかねない。 
大気中の二酸化炭素濃度は、1960 年には 317ppm だったが、2003 年には 375ppm とな

り地球の平均気温が上昇に転じている。アメリカ航空宇宙局（NASA）によれば、地球の平

均気温は 1970 年からの 30 年間で 0.6 度上昇している。 
地球がこのまま温暖化をすれば、海面が上昇するだけでなく、世界は飢えにも苦しむこ

とになる 
 
 ----危機説おわり---- 

 
 
 
食糧危機説 5 
 在庫率の低下が示す深刻な現実 
 
食糧生産量の伸び悩みは、すでに在庫量の悪化というかたちで現実化している。 
アメリカ農務省発表による穀物の期末在庫（次の収穫が始まるまで持ち越される在庫）

は、生産量の 30％前後を保っていた 2000 年から、2007 年には 15.6％と、過去 40 年間で

最低の水準まで落ち込んだ。 
2000 年代に入ってから、穀物消費量に生産量が追いつかない状態が常態化し、期末在庫

量が減少し続けている。 
世界の穀物生産量は、2001 年の 18 億 3900 万トンから 2007 年の 19 億 7450 万トンと、

6 年間で 1 億トン以上増加したが、消費は同じ期間に 19 億 170 万トンから 20 億 5022 万ト

ンまで増え、生産量を上回り続けている。 
期末在庫 15％という値は FAO がフード・セキュリティ（食糧安全保障）上の適正水準と

する 17％～18％を下回る、危機的な低水準である。かつてこの水準まで在庫が減少した

1972 年~1974 年には、小麦やコメの価格が 2 倍になり、アメリカは大豆の輸出を規制し、

小麦についても非友好国への輸出を規制している。 
近い将来、世界同時不作という事態が起これば、世界の農作物輸出は止まり、各国は食

糧の輸出制限をはじめるだろう。そうなれば、食糧輸入に頼る日本は危機に陥る。 
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温暖化は穀物生産にはプラスに働くと考えています。冷害の方が大きな被害を与えます。 
 
 
 
食糧危機説 5 
 バイオ燃料でパンが消える 
 
2007 年、アメリカ政府はトウモロコシから大量のエタノールを生産し、ガソリンに 10%

混入する計画を打ち出した。 
同年の一般教書演説で、ブッシュ大統領（当時）が、「2017 年までの 10 年でバイオエタ

ノールなどの再生可能な燃料の精算を、年間 350 億ガロンに増やしてゆく」という目標を

掲げた。 
アメリカではすでに自動車用ガソリンの 30%エタノールが混入され、エタノール 85%の

「E85」燃料に対応したガソリンスタンドやエンジンも次々と誕生している。 
中国でも 2005 年、「国家エネルギー指導小組（委員会）」が設立され、トウモロコシを原

料とするエタノール生産の拡大を打ち出し、すでに国有企業 4 社によって年間 100 万トン

を超えるエタノールの生産が行われ、エタノールを混合したガソリンは全国のガソリン消

費量の 20%を占めている。EU でもバイオエタノールの普及が政策的に進められている。 
世界各国でガソリンにエタノールを混入した混合燃料が自動車用燃料として標準化され、

自動車メーカーがそれに適したエンジンを開発しそれが普及すれば、大量のトウモロコシ

が燃料用に消費され、その一方で小麦や大豆の作付面積は縮小される。アメリカではトウ

モロコシブームが起き、トウモロコシ価格が急騰するとともに、バイオエタノール用のト

ウモロコシの作付けが増えた影響で、2007 年のアメリカの大豆の作付面積は 11%も減少し

てしまった。 
これは穀物価格の高騰を招き、それによって現在の年間 1500 万人の世界の餓死者は 10

倍にも増える。 
すでに中南米諸国やインド、FAO などが激しく反対している通り、バイオ燃料の生産は

まさに「パンを暖炉にくべる」行為である。 
 
日本はアメリカから年間 1500 万トンのトウモロコシを輸入する、最大の輸入国であり、

中国に次ぐ世界第 2 の大豆輸入国でもある。アメリカのバイオエタノール増産政策の影響

は、真っ先に日本に来るだろう。 
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バイオエタノールは、取れすぎるトウモロコシを処分する方法として出てきたアイデア

ですが、コスト高で苦戦しているようです。 
 


