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復興に向け、相互扶助が活動の基本となる

コラム

2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災により被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い
申し上げます。
観測史上最大規模の巨大地震と大津波による想像を絶する被害。そして、福島第一原子力
発電所事故に伴う放射性物質拡散による、広範囲にわたる土壌・農畜産物・魚介類などの汚
染。さらに風評被害と、大きな困難が幾重にも重なって襲ってきています。現時点で農林水
産業の被害額は原発事故で集計できない部分を除き、１兆 5054 億円（農林水産省：５月 11
日発表）に上るとされています。
今回の大震災を現時点で分かる範囲で検証してみても、津波や原発の問題以外にも新たな
対応が必要な課題が浮かび上がります。
震源地から数百㎞離れた首都東京でも災害時の危機管理機能が発揮されず、鉄道運休、道
路の大渋滞による交通まひが大量の帰宅難民を発生させ、交通・通信の混乱によって原子力
安全委員会に委員が参集できなかったことが象徴するように、行政の緊急活動の著しい機能
低下などもその１つです。現在、被災地域の復興計画の検討が開始されていますが、こうし
た首都機能の維持についても、今回の事態を教訓として早急な見直しが必要と思われます。
また、 大 災 害のさなか、 現 場では何が起き、 どう対 応しようとしたかを今の時 点で記 録
し、今後さまざまな角度から継続的に検証することが、私たちに身近なフードシステムの再
構築をはじめ、今後の復興・防災計画の策定に当たっても大きな一助となるものと考えます。
一方で、今回、被災された方々の秩序ある行動や、被災者自身が「お互いさまですから」
と助け合っている姿を、多くの海外メディアが敬意を持って伝えたことは記憶に鮮明に残っ
ています。この極限状態で示される相互扶助の精神こそ、日本人が困難に立ち向かったとき
に発揮される底力の源ではないかと思います。
相互扶助を活動の基本とする協同組合は、大震災からの立ち直りに際し、今、最も機能発
揮が期待されているものと考えます。災害直後の段階では、食料供給の担い手として迅速に
行動しました。そして、復興に向けての次の段階になると、やはり資金が必要です。国が行
う社会インフラ整備を除けば、自助努力はなくてはなりません。ここにもＪＡらしさが発揮
され、信用事業では５月初旬までに１兆円規模の復興支援プログラムを決定し、共済事業で
は 7300 億円（４月末時点）の共済金支払いとなることが公表されています。
また、人的支援の一環として、全国のＪＡグループ職員が被災ＪＡの施設復旧作業などに
訪れています（ＪＡ全中「ＪＡ支援隊」：５月末まで 450 人超）。こうして現地の空気を肌で
感じた多くの職員が全国にいることは、これから長く続く復興への取り組みを行いつつ、地
域での日常活動の核となるＪＡグループにとって大きな財産になるものと確信します。
そして、これらの活動が持続できるのは、ＪＡグループが全国規模で営々と築き上げてき
た組合員・地域とのきずなと、それに支えられた経営の健全性、強固な財務基盤があるから
だと思います。国民の間に相互扶助の気持ちが今までになく芽生えている時期だからこそ、
地域での積極的な活動が、結果的に協同組合活動の再認識・強化につながるものと信じてい
ます。
被災された皆さまの 1 日も早い復興をお祈り申し上げます。

（社）ＪＣ総研 専務理事
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非常時のフードシステム

インタビュー

━━フードシステム再構築の視点
東京大学大学院 農業・資源経済学専攻 准教授

中嶋 康博 （なかしま やすひろ）

――今回のインタビューのきっかけは３月22日に開催したＪＣ総研基礎研究部「学術
委員会」で、中嶋先生から「東日本大震災で、食料安定供給が課題となった。これか
らは、
（１）農村の生産資源が失われてしまったがその立て直しをどうするか、
（２）
原子力発電所事故による放射性物質の拡散・汚染については風評被害対策をどうする
か、
（３）そして非常時のフードシステムづくり――どうやって被災地に食料を持っ
ていくか、こうしたことについて深い議論が必要だと感じている」といったお話があ
りました。その３点目のことについて、もう少しお話を伺うため研究室におじゃまし
た次第です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
本 稿は2011年３月25日
に中嶋康博准教授の研究
室で行ったインタビュー
を編集部の責任で編集・
構成したものです

◎フードシステムとは
――さて、中嶋先生のご専門分野の１つはフードシステムだと伺っております。そこ
でまずフードシステムとはどのようなものかを簡単にお教えください。
食行動の産業化と食の安全性
中嶋 私の考えるフードシステムの機能の１つ目は食行動の産業化です。
食行動、われわれが食べるという行為は、４つの大きな柱からなります。１つはエ
さい じ

そ しゃく

えん げ

サを採る（採 餌 ）行動です。そして調理をする行動、咀 嚼や嚥 下などの摂取する行
動、最後に、これは体のなかの話ですけれど、消化・吸収などの体内過程と続きます。
この食行動はだんだんと他人に依存するようになるわけで、食行動の外部化が進
み、それが一般的になると産業となります。例えば採餌行動の産業化は農水産業にな
ります。調理行動は食品工業につながります。
歴史的に見ると、採餌行動から順番に産業化しています。自分でやっていたことを
他人にお任せすることで取引が発生する、ビジネスになっていくということです。そ
の産業化の過程で、無償労働が付加価値化されていく。それがフードシステムだと考
えます。

な か しょく

よく中食や外食の拡大を食の外部化と言いますが、私の理解では、農業も食の外部
化の一環です。より複雑により高度に、より深く食行動が外部化し産業化していくの
が、フードシステムの発展であり、その過程でいろいろなことが起きている。
フードシステムが順調に発展できたことには、食の安全問題が非常に大きくかかわ
りました。
採餌行動の段階で重要なことは、食べていいか、食べられる物かを判断することで
す。今でもフグやキノコで事故が起きています。フグのさばき方、キノコの見分け方
が分からない人が自分で採ってきて食べるからあたるのです。野生の物を食べるとき
には、全部自分の責任となります。基本的に食の安全管理に関していうと、プロに任
せた方が格段に安全です。同じようなことは、ほかの食品でも起こり得ます。
ところでお金を払ったら、安全管理への視線は厳しいものになります。自分がやっ
ていたらどうだろうという評価はしません。お金を払って他人にお任せする。すると
自分で安全を守る義務が、守ってもらう権利に転化する。今ではその権利のレベルが
すごく高くなっています。フードシステムの進化過程で起こっていることです。
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安全を守るために、もっと高いお金を払ってもいいかもしれないけれど、競争があ
るので、世の流れはそうならない。
そこで食品事業者は一生懸命に技術を磨き、安いコストで安全が確保できるように
日々努力しています。しかしそれが消費者にはなかなか見えません。
加工と付加価値形成
２番目のフードシステムの機能は加工と付加価値形成です。
フードシステムは、農産物、畜産物、水産物という「原料」を「食べ物」にしてい
るのだと、私は理解しています。原料を食べ物に変換することが「加工」です。
実際の加工プロセスは複雑です。原材料から半製品、半製品から製品になるものも
あります。こういう加工が国内外で積み重なっていくことがフードシステムの高度化
なのです。
農林水産省の『食料・農業・農村白書』には、
「産業連関表」を使って食料生産と
加工と支出の流れを分析した図が掲載されています。それによると 2005 年には、生
産段階で約 10 兆円の農水産物を、最終的に消費者が 73 兆円ほどの商品として購入し
ていることが分かります。その数字を過去にさかのぼって、物価調整し実質化（2005
年価格）したものを見ると、1970 年は 45 兆円ぐらいでした。その後、75 年、80 年と
増えて 1995 年は 80 兆円を超えるまでになりました。なお、この 80 兆円なり 70 兆円の
お金がフードシステム内の誰に振り分けられたのかが、
「産業連関表」を利用して計
算されています。それによって生産から消費の間にどの産業が関与しているかが示さ
れています。
農水産業、食品工業、流通業、外食産業への振り分け額からすると、農水産業が全
然増えていません。一方で食品工業と流通業と外食産業の金額が増えています。先ほ
ど申し上げたように、原料を生産して、加工して、消費者の手元に届けるという付加
価値を付ける作業をフードシステム全体で行っているのですが、その内の原料を生産
する産業は、消費が増える過程で、受取金額で見てほとんど伸びていないのです。
――フードシステムの研究対象にはどんなものがあるのですか？
中嶋 今のフードシステム研究では、バリューチェーン（価値連鎖）をいかに構築し
ていくかが主に研究されていて、消費者が何を求めているか、求めるものを作るのは
誰か、サプライチェーン（供給連鎖）システムのなかの誰がその役割を果たすのか、
ということを追求しています。
それから、食の安全の問題も、フードシステム研究の大きな課題です。地産地消と
トレーサビリティー、卸売市場流通も研究の対象です。また、地域食品の開発もフー
ドシステム論の守備範囲だと思います。ブランド化もそうです。
多様な食べ物を生む中小・零細企業が大切
現在、私たちの手元に来る食品は、一体どうやって加工されて届けられているかを
観察してみると、びっくりするほどいろいろなことが行われている。想像できないほ
どいろいろな人がかかわっています。フードチェーンのなかにいる人同士も、取引し
ている隣りの人は知っているけれど、そのさらに先はどうなっているか、ほとんど分
かっていないのです。食品企業の多くが中小企業です。小さな業者が複雑に絡み合っ
て食品を作っています。
私はそれこそが日本の食の強みであると思っています。食べ物は多様であることが
望ましい。いろいろな工夫がなければ駄目だと思うのです。それを支えているのが中
小企業、場合によっては零細な食品企業です。もちろん大手は相当な製品開発の努力
をしていて、新しい技術の開発に多額の研究費を費やしている。こんな物も即席食品
になるのかと驚きますし、味も良くなり添加物も少なくなっているなど、いろいろな
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発展を主導しています
それでもなお地域の隅々まで行き渡った食品産業があってこそ、私たちのこの豊か
な食が成立しているのではないでしょうか。農水産業と同じように食品加工業、流通
業を含めて中小の活躍は大事で、つぶしてはいけないと思っています。

◎東日本大震災の前と後
――大震災が起こる前と後で、これまでのフードシステムとして把握していたこと
や、フードシステム全体で組み立ててこられたことで、どんなことが浮き彫りになっ
たと先生はお考えですか？
食のバブルとポストモダン型のライフスタイル
中嶋 1995年に国内全体の食料消費額は、名目･実質共にピークを打ち、その後減り
続けています。これは何が起こったのでしょうか。人口が減ったことによる影響は
2005年以降です。1995年より前は、みんながおなかいっぱいにする行為以上のものに
お金を掛けていた。味が良い物、珍しい物、手間が掛からず簡単に食べられる物、そ
ういった物に価値を見いだしてどんどんお金を使っていたわけです。食品産業はある
意味大成功して、成長産業だった。
私は、1995 年以前は、食のバブルがあったのではないかと思っています。
だがそのころにバブル経済が崩壊して数年後、食べ方も浮かれていたことにみんな
気付いた。失業の危機もあるし、景気そのものが悪くなっています。
失われた 10 年とか 20 年という状態になって低迷するなかで、食べ物にあまりお金
を掛けたくないと思うようになったのです。
ただし、一方でミシュランの３ツ星がどうしたといった内容のグルメ雑誌がたくさ
ん出版されている。スーパーで買う物は安い物を選んで買うようにしながら、2000 円
のスイーツを結構食べている。何か変なのです。
1995 年を境にして食べ物に対する物の見方が変わってきているのではないか。もう
ちょっと視野を広げてみると、消費財に対する見方が変わったのかもしれません。
フードシステムが発達して、高品質な物が相当安い値段で提供されている。そのこと
がみんな分かってしまって、だったらそれでいいじゃないかと思うようになった。
そういうめりはりの利いた食べ方をし始めたのが 1990 年代の終わり、そして 21 世
紀になってそういうスタイルが主流になったと私は思っています。昔からよくいわれ
るポストモダン型の消費が本格化したと思っています。
ポストモダン型のライフスタイルというのは、1970 年代、80 年代に一般的になっ
たわけですが、食に関していえば、まさに 1990 年代の終わりから始まったかと思い
ます。このことをもっとフードシステムは見据えていかなければいけないでしょう。
モダン型とは、戦後の日本のスタイルですけれど、経済成長、人口増加、都市化の
進展という３つの特徴があります。例えば卸売市場は食の面でそれを支える大事なイ
ンフラでした。例えば東京は非常に人口が集中して、工商業用地と宅地の開発で、近
隣の農地・農業が無くなってしまったけれど、人々の毎日の食卓に新鮮な食品を提供
しなければいけない。そこで中央卸売市場という流通拠点をつくって、農産物を運び
込み、そこからスーパーなり八百屋に分配する仕組みを、つくり上げたわけです。
産地はどんどん遠くなる。そこからの物流をどうするのか、いかに安くするか、い
かに新鮮なまま提供するか。それぞれの極致をいくようなシステムを試行錯誤しなが
らみんな作り上げていきました。高速道路のネットワークができたことも大きかった
ですけれど、とにかくよくやった。
しかし、高い経済成長はもう望めない。人口は減り始めた。都市化はといえば、平
4 《インタビュー》非常時のフードシステム
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成 22 年の国勢調査結果では、東京以外はみんな減っています。
――そうしたところに今回の大震災が発生しました。
中嶋

確かに震災が起こって、これからどうなるのだろうか、という問題がありま

す。これはまったくまだ分かりませんけれど、人々の価値観が変わるかもしれないと
いう予感はあります。
もっと保守的になってしまうかもしれない。食品の安全性に関しては、今までまっ
たく考慮していなかった放射性物質の汚染という問題が出てきました。これに対し
て、農業はもちろんですけれど、食品産業としてどう対処するのか。
先ほど言いましたように、日本の食文化、食の在り方を考える上で、多様性と地域
性を重視します。おじいちゃん・おばあちゃんを含めた人たちの小さな工夫が積み重
ねられているような基盤が大事だと思います。復興ではそういったことに配慮してい
ただきたい。この被災を機にやめてしまうという零細な高齢農家、漁家はたくさんい
ると思います。その辺りは本当に心配です。
――しかしそうするには、消費者の食品の安全性への期待や要求が高まるなかで、そ
のハードルをどうクリアするかが問題です。
地域の復興とトレーサビリティー
中嶋 だからトレーサビリティーが本当に大事になってくると思います。ただし、ま
さか１品１品全部放射線量を測るということはあり得ません。
トレーサビリティーをすべての物に課すのはコストアップ要因です。すごく難し
い。ユニバーサルにそういうシステムを入れるべきではないでしょう。だけれども地
域の復興のためにはそういう物がフードシステムとして必要だということになれば、
公的な措置を検討してほしいのです。
これくらいのサンプルをこのくらいの頻度で採って、科学的にきちんとやっていま
すということを認証していくようにしないと納得できない。今まで以上に認証制度が
問われるのではないかと思います。

◎欠けていたストックの視点
――東日本大震災では、特に津波の被害が広範囲に及んだ上に、道路が寸断され、製
油所が被災してガソリン・軽油が無いというなかで、輸送のトラックは帰りの燃料が
無くて戻れないことから配送できず被災地に食べ物が届かない。避難所でも大きな避
難所には支援物資があったとしても周辺の小さい避難所には届かない。また自宅で待
機している人にはまったく情報も無くて、食料も届かない。
全国津々浦々にコンビニができ、デリバリーの配送網が確立して、自宅に食品のス
トックを持たなくても、例えばお米が無くてもすぐに買いに行けばいつでも手に入る
という生活でした。それこそが新しいフードシステムのなかでの生活スタイルなのだ
と、みんな信じて疑いませんでした。自宅近くにコンビニがあり、
「わが家の冷蔵庫
があそこにある」と言っていました。そんな感覚だったのが、今度の震災で一気にそ
のもろさが明らかになりました。そういったことに対するリスクコントロールという
のは、もともとフードシステム論のなかには組み込まれていたのですか？
中嶋 なかったですね。食料安全保障の問題を語るときに、スイスの家庭でのストッ
クの話はよく指摘されていました。それは国防上の措置でもあり、一応表面的には理
解されていたと思いますけれど、本当にそんなことが必要だとは誰も思っていなかっ
たでしょう。
注）ぜい肉の取れた（無
駄の無い）の意

サプライチェーンマネジメントでは、いわゆるリーン注）生産システムで在庫をでき
るだけ持たないようにしてきました。今回の震災で製造業も相当ダメージを受けまし
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たが、部品在庫を全然持っていないから復旧できないということです。まさにフード
システムでも同じことがあったということです。おっしゃるとおりだと思います。
救援の手が差し伸べられるまでの数日間、持ちこたえられるかどうかがポイントで
す。津波で全部洗いざらい押し流されてしまったら在庫があっても無意味ですけれ
ど、そこまでいかないにしても、取りあえず何かあれば、もう少し良かったのではな
いかという気がします。
確かに個々の家でストックを持つということは大事なことだと思います。しかしス
トックしておいて捨てるわけにもいかないから、自分の食生活のなかで、先入れ・先
出しのローテーションを組みながら食べていかなければいけない、それが今の日本人
の食べ方にフィットするか疑問です。
なかなかストックは持てないかもしれない。お米をせめて昔のように 10 ㎏ベースで
買っていればかなり食べつなげたと思いますけれど、今は２㎏、下手をすると１㎏で
買っていく人もいます。リスクコントロールについて、すごく大事なことをご指摘い
ただきました。
――やはりプロに任せる方が安全で安心だということがあるのだとすれば、国家なり
業者なりプロがきちんと蓄えておいて、劣化しないような保存をして、それがいざと
いうときに必ず供給されるような仕組みが一番いいですよね。家庭に責任を持たされ
ても、賞味期限が切れて捨てることになるのでは、もったいないですよね。
そういう意味では100万ｔのお米の政府在庫があるというのは、安心材料でした。
スーパーとかコンビニの棚が空っぽになったといっても、必ずいつかは精米されて白
米となって出回る。今回のように一時的にパニックになる事態でもまあなんとかなる
という安心感を持っていました。

◎「ポスト・ポストモダン」型の消費社会とフードシステム
――最後に、
「これからのフードシステムのビジョン」といったものがあればお聞か
せください。
顔の見える関係の再評価
中嶋 この問題が起きる前から考えていたことでもあるのですけれど、顔の見える関
係というのは、再評価しなければいけない。
ポストモダン型という言い方をしましたけれど、ポストモダンというのはすでに終
わって、
「ポスト・ポストモダン」くらいではないかと思います。そういう食料消費
社会の時代になっているなかで、フードシステムの在り方は変わっていくべきでしょ
う。事実変わってきているのだけれど、それをもう一度きちんと再評価・再定義し、
必要な部分はつくり直す作業が必要だと思っていました。そのなかで食の安全に対す
る過度な関心と過度な懸念というのは、ある意味当然かと思います。これだけ豊か
で、技術的にできるとみんな分かってしまっているから、そのぐらいの安全な物は
作ってよ、と要求が厳しくなっている。
そういうことも、健康問題も含めて、いろいろな要求が多様に出てきて、原産地の
表示もできると思っているわけです。
それに対してどう対応するか、ＩＴ（情報技術）を駆使しながら安くできるように
するのが、やるべきことだと、何となく思ってきました。そのときのキーワードが、
顔が見える関係ということになります。
顔が見える関係を構築するために物理的にも近い方がよいでしょう。先ほどの加工
のところで議論しましたが、半製品加工の多くが、今海外で行われています。原材料
が日本産で、加工を海外ですることもあります。
6 《インタビュー》非常時のフードシステム
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食品の安全上の最重要管理点は加工の部分です。その加工のプロセスが自分たちか
ら遠いところにあり、何をやっているか見えないのは、安全管理の面でも安心管理の
面でも恐ろしいことです。
顔が見えるというのをキーワードにして、新しいフードシステムの在り方が再定義
できないかと思っています。
今回の事態を見ると、非常時に近場に農業があるということは、すごく大事なこと
だと思いました。国内に農業が無ければ駄目だという意を強くしました。
もちろん農業者がいるだけでも駄目です。間に届ける人がいなければいけない。ど
んな時でも物流の在り方を考えなければなりません。
幸いにして東京には、近郊に農業生産地帯の千葉や埼玉などがあります。北海道、
東北、九州だけに依存してはいけない。これだけの人口を支えるためには、遠隔地の
大産地はもちろん必要だけれど、その間の近郊の産地も大事にしなければなりません。
もう１つ感じたことは、産地と都市住民との「きずな」の大事さです。今回被災地
で産直が大きな役割を果たしました。それをあらためてきちんと調べたいと思ってい
ます。そういった生産者と消費者との関係、ＣＳＡ（コミュニティー・サポーテッ
ド・アグリカルチャー）という形態もありますが、もうちょっと違うものでもいいか
ら、とにかく「きずな」をつくりたいと思います。
「ポスト・ポストモダン」型の新しい消費が始まっていますが、私は生産者と消費
者のきずなはそれに合う仕組みではないかと思っていました。私は、みやぎ生協の方
からいろいろと伺ったのですけれど、産直の活動は、本当に心に響きます。そのなか
で誰が作ったか、どう作ったかというだけではなくて、交流を行っていることも重要
な要素です。
今回つくづく東京は都市として大き過ぎると感じました。ちょっと買いだめ行動を
起こすと、いっぺんに物が足りなくなる。都市機能はもう少し分散していかないと駄
目なんじゃないかと思います。
人々の生活を支えるシステムを考えてみると、集中し過ぎていたのではないか。一
番ひずみが出たのが交通ですね。計画停電があって、運行を少しコントロールしなけ
ればいけなくなったら、即座に目詰まりを起こしてしまって、すごいコストとストレ
スが発生してしまいました。これは都市としてあまりにも大き過ぎるからではないで
しょうか。
――安全とリスクを考えたときの適正規模がありそうですね。どうもありがとうござ
いました。
インタビュー・構成：
（社）
ＪＣ総研 基礎研究部長 主席研究員 吉田成雄
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対
談
今村

黒澤さんは、私が代表を務めるＪＡ－ＩＴ

という気持ちを強く持っています。

研 究 会の副 代 表として活 躍していただいていま
かん ら とみおか

す。かつて群馬県の甘楽富岡地域が、生糸とコン
ニャクの自由化をきっかけに農業などの産業が壊
滅し地域崩壊の危機に直面しました。そのどん底

コンニャクとコンビニおでん、
そしてレトルト食品

から地域の再建を目指す時期に、黒澤さんはＪＡ

黒澤

甘楽富岡の営農事業本部長として立ち向かい、ま

を作っているなら話をしなさいということで、２

た、地元のコンニャク加工企業を総合食品企業と

〜３年前のＪＡ－ＩＴ研究会公開研究会で１度報

して再建したという実績の持ち主です。特に若い

告させていただいたことがあります。

今村先生から、非常食のカテゴリーで商品

時代には、農協に勤めながらＪＣ（日本青年会議

もちろん最初から非常食を目指して商品を作り

所）で全国の青年企業者との交流・活動をしてき

始めたわけではありません。消費量が減少し続け

たわけです。

るコンニャクをどうしようかと真剣に考えるなか

そうした経験をお持ちの黒澤さんにぜひ伺って
おきたいことがたくさんあります。よろしくお願
いします。

から生まれたものです。
ＪＡは直営のコンニャク製造の加工施設を持っ
ていました。そこで一生懸命に製品製造をしまし

初めに、３月 11 日午後に発生した東日本大震

たが、ボリュームの問題と商品性の問題がありま

災では、大変な悲劇が発生し、いまだに苦しんで

した。コンニャクは伝統食品です。伝統食をよく

いる方々が大勢いらっしゃることに胸を痛めてお

知っている消費者は、中高年でなくて高齢層で

ります。１日も早い復興を常に願っています。今

す。これ以外の人は食べてくれない。年間確実に

日の対談がそうしたことに少しでも役立てばよい

５％ぐらい消費量が落ちてきました。今でも落ち

黒澤 賢治（くろさわ

氏
特定非営利活動法人アグリネット 理事長
ＪＡ－ＩＴ研究会 副代表委員
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ています。

地 域 具 材といわれるものを入れるとおでんの具

調理をしないで食べられる半調理商品か、完全

（種）は 20 種類を超えます。一番売れる商品はダ

に電子レンジで済むとか、湯煎で済むといった商

イコンだとか、コンニャク、卵、それからコンブ

品に変えなければ駄目だという結論に至りました。

です。こういうどこでもレギュラーで売れる商品

お菓 子の分 野にそれたのが「コ ン ニ ャ ク ゼ

のなかにコンニャクが顔を出していました。おで

リー」です。今はほとんどクラッシュタイプで、

んからコンニャクを外したらおでんではないとい

特保（特定保健用食品）の表示の許可を取ってい

うのが日本の食の文化だと思います。

ゆ せん

ます。

最大のポイントは、コンビニに販路が開けたこ

コンニャクは総菜にするとなかなか大変だとい

とと同時に、日本の食文化にしっかりと向き合っ

うこともあって、最初にお世話になったのがおで

て物を作っていこうという考え方です。この考え

んです。セブン-イレブンで販売するおでんを作

方を持つに至った場面で農文協の『日本の食生活

ろうということになったのです。それを 365 日、

全集』全 50 巻（14 万 5000 円）が決定的に役立ち

毎日生産・供給し、当時で 7000 店舗ぐらいあっ

ました。この本は宝の山でした。地域によって味

たセブン-イレブンの店舗で販売するのです。

が違うということが分かったのです。

今村

当時というのはいつごろですか？

黒澤

10年ぐらい前です。実際にやってみると、

にない。突き詰めていくと全国 16 ブロックに味

おでんのシーズン中は非常に売れます。が、夏は

を分けてあります。地域バリエーションがあると

まったく売れない。そういう非常にバランスの取

いうことを農文協の本のなかから学習しました。

れない季節商品でした。

あそこからほとんどデータは拾い出しました。

しかし、意外にコンビニの消費が伸びました。

おでんの味が日本で１つなんていうことは絶対

最近ではコンビニの優等生といわれるのがおで

今村 奈良臣（いまむら ならおみ）氏

（社）ＪＣ総研 研究所長
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んです。周年で売れています。しかもコンニャク

黒澤

が売れます。今では夏でもピーク時の 70％ぐら

地の鹿児島、宮崎、熊本があります。枕崎にはか

い売れる超優等生の商品です。

つお節の原料のカツオが冷凍で来ますが、冷凍倉

今村

おでんが夏もフル操業ということだと、ラ

庫はカツオがかつお節加工で使われるとほとんど

イ ンが空かないから、 非 常 食は作る暇がないん

空になります。空になったときに、うちのダイコ

じゃないかと心配になりますが。

ンを凍結して入れてもらう。

黒澤

九州の枕崎まで行くと、春ダイコンの大産

基本的にこれは調整がきくものです。神戸

私のところは、基本的に「防災食」として作っ

を中心に大きな被害があった阪神・淡路大震災の

たわけではありません。レギュラー商品です。本

時には、私はまだＪＡに在職していましたし、Ｊ

物を、コンビニで販売されるものであってもおい

Ｃの顧問もしていました。北海道から沖縄までの

しく食べてもらおう、日本の古い食文化を最新の

青年会議所全部に炊き出しのボランティアの支援

コンビニの店頭で売ろうというのが夢だったもの

をさせた張本人は私です。そのときには、もうレ

ですから、そこで培った製造ノウハウによって非

トルト食品をやっていたのです。

常食としても十分に対応できる商品になったわけ

私は東日本大震災の現地にすでに２回行ってい

です。

ます。 まず翌 日の３ 月 12 日には前 線 基 地（ス
トックヤード）をつくるために飛んでいきました。
阪神・淡路大震災の時には、仲間のＪＡの駐車

「フードライフライン」が重要

場を全部片付けてもらって、そこに運んだのです

今村

が、常温保存が可能なレトルト食品はシートを掛

体的にはどこに行ったのですか？

けるだけで露天に置けるのです。それからレトル

黒澤

ト食品は湯煎処理をして温めますが、そのお湯は

パーが、東北をほとんどくまなくカバーしていま

泥水でもなんでもいいのです。お湯だけ掛けられ

す。青森県だけ若干少ないぐらいで、後はずっと

たら、温かいおでんが食べられます。

あります。ここが私どものメインの取引先です。

今村

被災地に２回行かれたとのことですが、具
全 県です。 某 大 手 スーパーの系 列のスー

コンニャクやコンブは保存がきくし、卵は

これは二重丸でマークしておいていただきたい

いつでも手に入るけれど、ダイコンは季節物じゃ

のですが、スーパーには貯蔵機能が無いのです。

ないですか、どうします？

これからフードシステムの問題でもかなり論議し

黒澤

実はダイコンは楽なのです。ダイコンは、

なければいけないと思っています。もちろんコン

今は４月半ばですから九州の鹿児島、宮崎、熊本

ビニも貯蔵施設がありません。バックヤードを持

辺りで春ダイコンを中心にやっています。夏ダイ

たない。すべて店先だけです。このことが昔の地

コンは北海道と青森と今回震災に遭った福島で

域にあった総合食料品店と今のスーパーや生協の

す。福島には直営工場もありますから、この辺で

店舗、コンビニとの違いです。

作っています。

昔は、地域の総合食料品店に３日や４日分のス

ダイコンは年間フルに、時無しダイコンまで原

トックをみんな持っていました。今のスーパーや

料に使う気であれば、いつでも新鮮な物が手に入

コンビニは売れる分しか持っていません。特にコ

ります。

ンビニは売れなかったらすぐ品物を撤去してしま

今村

日本列島は南北に長いからなあ。

います。 社 会への貢 献 度という点からいうと、

黒澤

リレー栽培、ＪＡ間連携、地域間連携と

ちょっと疑問があります。

いったあの仕組みがあれば、フードシステムなん

今村

ストックが無いのですね。

てどうでもいい。ほとんど産地が分かれています

黒澤

実は有事への対応をするには365日24時間

から、天災などがあったとしても両方がいっぺん

の製造が可能でなければ、絶対に駄目です。有事

にやられることはありません。また、かつお節は

のときには、いつでも製造態勢が取れるように、

おでんの命を決める食材です。かつお節を作って

同じラインで同じ物を作れる仕組みをずっと保持

いる地域は例えば静岡県の焼津だったり鹿児島県

していないと駄目です。

枕崎だったり高知県だったりと決まっています。

地 震が起こったのが３ 月 11 日の午 後です。11

この近くでダイコンを生産してもらうことがベス

日の 18 時過ぎには東北の取引先で、被災の状況

トです。

も詳しく分からない時期に駐車場が空けられると

今村

ころは空けてくれ、そうすればどこでも供給しま

一番効率がいい。

10 《対談》非常時の「食」
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すと、スクランブルで供給できる体制をつくりま

が、非常時には、被災した人たちに日本の伝統文

した。

化をしっかりと織り込んだ一番おいしい物を食べ

青森まで行くと１日かかってしまうけれど、高

てもらわないと駄目です。私はつくづくそう思っ

速道路は駄目という原則ですから下の道を全部通

ています。そうしないと異常な環境のなかで思考

らせて、私は 12 日に秋田に行って、秋田に前線

回路が狂ってしまいます。

基地をつくらせました。私が行ったときには秋田
の某物流センターの庭はうちの商品で満載でした。
ですから災害発生から２時間で拠点供給本部を

それから意外に需要があるのは甘い物です。特
に白玉ぜんざいです。これは爆発的な人気です。
今村

昔は田植え休みには団子を食べたとか、汁

取引先のご理解をいただいてつくって、そこから

粉を食べたのですから。

くまなくエンドユーザーに流しています。もちろ

黒澤

ん、コンビニで売れているところもほとんどです。

トの製造ラインで作れるのです。しかしそれを現

阪神・淡路大震災のときには、水道・電気・ガ

地に届けるには物流が決め手になります。そして

スが「ライフライン」といわれました。しかし本

物流では、トラックはチャーターできるけれど、

当に必要なのは「フードライフライン」です。

燃料が無ければ動けません。

白玉ぜんざいなどは、おでんと同じレトル

フードライフラインを社会資本として、社会のイ

あまり長距離をとばすとコストが掛かります。

ンフラとしてつくることが最大のポイントではな

乗り継ぎ便を考えて、ここからここまで行って、

いかと思います。

中継して今度はここからここへ行く。そして最終

製造工場はＯＥＭ（発注元企業のブランドで販

地点へ行くというロジスティックスデリバリーを

売する製 品を製 造するメ ー カ ー） 先まで含める

常々きちんと構築しておかないと、どんなに物が

と、24 時間３交代でピーク時期は操業します。

生産できても供給できない。

今回の震災では当日夜勤から入らせましたから、

今村

中継基地がいるわけですね。

その日のうちに在庫量の積み増しができました。

黒澤

そういう意味で大切なインフラは、燃料の

３ 交 代で 365 日 24 時 間 物は作り続けられる。 食

スタンドです。ＪＡはほとんどスタンドを持って

品産業にはそのぐらいの社会的使命があると思っ

いる。しかもトラックの燃料と兼用できる軽油が

ています。

ある。営農用の農機の燃料はほとんど軽油ですか

今回、水産物など冷蔵型の原料は大変なことに

ら。

なりました。仙台市の若林区はご案内のとおり全

災害は、災害に遭った人はもちろん、災害救助

部食品工場のコンビナートでした。コンビナート

に行 った人も困るのです。 行 った途 端に動けな

の良さは経済合理性だけです。どこかが１つ飛ぶ

い。ＪＡの持っている社会貢献型インフラとして

と全 部 止まります。30 社ぐらいの最 終 商 品がで

のスタンドは、もうからないからと経済合理主義

きない。

で整理統合していますけれど、プラス・マイナ
ス・ゼロぐらいだったら我慢してやっていくべき

農業・ＪＡが持つ資源が
地域のインフラになる
黒澤

被災地に行ってみて分かるのです
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です。もうからないとやめてしまうことに
よって社 会との信 頼 関 係が無くなって
しまう。地域の皆さんを支えるインフ
ラ事業は単純に消去法で消さないでほ
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しい。「あー、ＪＡがあってよかったな」と思わ
れる原点はそんなところにあると思います。

また、復旧作業に従事する人たちが入ってきま
すが、この前線の人たちにも食が必要です。さま

また、トラクターは海水をかぶっても横転して

ざまな支援部隊が入ることも念頭に置いて食のス

も自動車より強いです。災害復旧では、最初は道

トックをしておく。逆に炊き出しをしてやれるぐ

路の確保です。道路の近くに車はほとんど止めて

らいの仕組みをコミュニティーに残しておかなけ

あります。発火すると危険なので燃料タンクから

れば駄目なのではないかという感じがしています。

ガソリンを抜いた後にパワーショベルでつるので

そしてだんだんとインフラがなんとか回復して

すが、そんなことをしたらパワーショベルごと倒

きた段階で、平常食へどうつないでいくかです。

れてしまいます。一番早いのはトラクター。
今村

押していくわけですか？

黒澤

いやいやバック。 バックは力があるので

農業の６次産業化のバージョンアップが必要

す。ワイヤで引っ掛けてずるずると引きずり出せ

黒澤

るのはトラクターです。つまり災害復旧時にはト

ければたくさん供給できますというのは、災害時

ラクターが地域コミュニティーのなかに何台ある

には非国民です。

か、そういう物の見方をしないと駄目です。
そして、災害時の大切なポイントがいくつかあ
ります。

レトルト食品は安くなければ駄目です。高

私のところは作り置きをかなりしますので、在
庫になる部分もあるけれど、かなり素材は持って
います。３カ月分ぐらい持っています。

第１は水の確保です。これが最大の課題です。

フードシステムの研究者の皆さんが合理性だと

災害が発生した時に命をつなぎ留める。水だけあ

か、機能分担性とか、そういうことばかりを推奨

れば腹が減ろうが何しようが１週間ぐらい生き延

したために問題が起きている。やはりシンプルに

びられます。

自社でストックを抱えながら一気通貫で生産でき

農家にはみんな井戸がありました。井戸を埋め

るのが一番いいのです。こういうことが評価され

てしまった人はほとんどいないと思います。井戸

る時代にならないといけない。特に農業は、今村

は現存している。インフラはすでに何もしなくて

先生が言う６次産業化になりますが、災害のとき

もあるものだと思っています。

に貯蔵性を持っていることや、賞味期限を延ばし

地域のなかで特に古い家、本家に井戸の無い家
はありません。新しい井戸は枯れても酒蔵を何百
年やっているところは、地震が起きても絶対枯れ

たりする技術的な部分が地域に非常に役に立つ時
代が来ると思います。
農業のなかの単なる合理性ではなくて、産業と

ないのです。

しての貢献度、産業としての資質、構え方、基本

今村

水があるから酒屋があったのだから。

理念というところまで、農業の６次産業化は行く

黒澤

地域のなかで井戸の機能は安全の大きな担

のだと思っています。

保です。
避難所に井戸水があれば違う。飲み水としては

今村

そういう解釈ね。勉強になりました。

黒澤

ただ地域由来の商品を使って、地域のなか

もちろんですが、飲料に適さない井戸水であって

で地域循環型だけでいいとは思っていません。み

も、湯煎の水になら使えるし、トイレの水として

んながそうしてくれれば、 地 域 循 環でいいので

だって使えます。こんなことが防災マニュアルに

す。ところがそれでは東京の物ができない。そう

は載っていない。井戸水も農村の宝だと思ってい

いうことも踏まえて、もっとこの６次産業化とい

ます。

う考え方を社会全体に貢献できる形に広げるべき

第２は食です。生命を存続させるためには、電

だと思います。もっとバージョンアップしてつく

気が来なくても大丈夫だ、水道が来なくてもいい

れる６次産業化があると思っています。

けれど食が来ないと駄目です。

今村

そのとおり。

黒澤

それから、あえて非常食という概念をつく

インフラの復旧度合いからいうと、一番遅いの
が水です。ガスも遅いです。みんな地下だからで

らなくてもいいと思います。平常食のなかで非常

す。電気はみんな外だから来る。共同溝に入って

時に使えるものと汎用力の無いものと区分してお

いても電気は来る。でも一番大切なのは食です。

けばいいと思います。

防災では、ほとんど乾パンと缶詰を非常食にとい

今村

うけれど、そんなものは役に立たない。

お祝いの日があるか、という質問を受けたの。80
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昔、黒澤さんに日本の農村部では大体何日
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日あると言ったね。国の祭日と合わせても別でも

らいの時期の料理を作った経験がある高齢の方を

いいのだけれど。 とにかく80日ある。 そのとき

集めて、実際に作らせる。

に、今日はぼたもち、今日は団子とかいろいろ祭

黒澤

事食はあるわけです。それは田植え休みとか理屈
が付くわけです。

今の機 械 抽 出とはまったく違うカ テ ゴ リーがあ
ばいせん
る。あのなかにうまさがある。機械抽出で焙煎し

黒澤

て絞って取ると、強制収用の味なのです。この本

祭事食は、ほとんど完ぺきに農林水産物由

来です。しかも国産です。伝統食、これがポイン
トだと思っています。
なぜコンビニと一緒に仕事をしたかというと、

だからかつお節からだしを取るやり方も、

にあるのはまさに日本のスローフードです。
私は、食品産業としての商品を作っていく上で
は、全国の直売所は宝の山だと思います。農村由

スーパーよりもはるかにロス管理が徹底してい

来の商品がかなりピックアップできると思います。

る。コンパクトにできているから、利益率からい

特に非常食は、社会インフラがきちんとできて

うとスーパーに卸すよりはコンビニとコラボレー

いないところで、いろいろ問題が出た時に重要で

ションして作った商品の方がずっと高いです。

す。 Ｊ Ａ グ ル ー プは、「ア ジ アとの共 生 」 をう

そして寿命の長い商品は、地域の文化とリンク

たっているわけです。日本の災害時の仕組み、特

した商品だけです。地域の文化をしっかりと商品

にアジアに日本の防災食のシステムをしっかりと

のなかに取り込む。慣れ親しんだ物に接すると安

伝えていきたい。特にアジアは、一部の地域を除

心します。

いてほとんどの地域はモンスーンです。食品腐敗

それから、地域の経済はドラスチックな経済合
理性だけではなくて、地域の文化を掛けてやらな
いと駄目です。どうもフードシステム学会の人た

が早い。レトルト化すれば食中毒なんてまずあり
ません。
現在、被災地では食品で特に困っている人たち

ちは文化人でないと思います。

がいっぱいいます。例えばアトピーです。これを

今村

食べたらアトピーが悪化するという人がいます。

あれは司馬遼太郎流にいえば、文明のシス

テムなのです。

しかし、被災地ではこういう人たちも食べる物が

黒澤

だから文化じゃない。

無いからほかの人たちと同じ物を食べなければい

今村

そうそう、文化は日本人の心にゆとりをも

けない。そういう面では健常者よりはちょっとダ

たらす、真綿で包まれたような感じだよ。

メージを受けやすい人たちに対して、災害の時で

黒澤

あっても、そのごく一部の人にもしっかり配慮が

全国の食をネットした農文協の『日本の食

生活全集』は、全体最適を編集したなかから地域

できる社会をつくりたいと思っています。

最適を引き抜けるようになっています。10の道州

また、これから、超高齢社会が当然来ます。そ

制よりはもう少し狭いけれど、味のエリアは47都

こでは流動食が必要です。流動食をきちんと確保

道府県ではなくて16エリアだという感じがします。

してあるかないか。日本の食品加工レベルは世界

今村

でもトップレベルです。そのレベルが宝の持ち腐

この本は、ただ聞き書きではなくて、本当

に料理を作らせ、そのプロセスを写真撮
影し記録していますね。昭和７〜８年ぐ
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れになっている。特にアジアに向かっても
そうしたノウハウを開いてやらないと
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駄目です。

方を創造するときに大きく役立つのではないかと

今村

思います。

分かりました。これは考えてみます。

最後に、７点目は、非常時や大きな地域災害に

あるべき日本の農漁村の姿とＪＡの役割
黒澤

東日本大震災を教訓に「あるべき日本の農

Ｊ Ａはどう取り組んでいくべきかということで
す。ＪＡはメンバーシップの組織です。だけれど
も地域が無かったら成り立たない。地域のなかで

漁村」の姿について考えたことがいくつかあります。

ＪＡという組織がどのような役割を果たすか、再

１ 点 目は、 農 村の混 住 化と言 っていますけれ

検 討する必 要があります。 これは今 回の災 害が

ど、ここのメリットとデメリットをしっかり検

あって、非常時になって初めて感じたことです。

証、点検して、もう一度あるべき日本型コミュニ

そのためにはＪＡは地域特性を熟知した生活圏と

テ ィ ーの姿をきちんと整 理しなければ駄 目だと

リンクした規模の「協同活動の場」をそのなかに

思っています。

つくらなければ駄目です。また、先ほども言いま

２点目は、農漁村は都市部より少子高齢化がか

したが、非常時のトップリーダーを育てなければ

なり進行しています。ということは、災害によっ

いけない。やはり、良いときのリーダーとこうい

てダメージを受ける災害弱者対策が非常に急がれ

うときのリーダーは全然玉が違うのです。経営至

ます。

上主義型のリーダーづくりはあまり役に立たない。

３点目は、コミュニティーリーダーです。かつ

それからＪ Ａの直 売 所を核にして、 コ ミ ュ ニ

てはＪＡが農村のなかでコミュニティーリーダー

ティーの人たちがそこに集まって交流し、情報を

を育ててきた。ＪＡとのかかわりがあって、地域

共有化するという機能は優れものです。もう一回

リーダーが生まれてきました。緊急時に旗振りが

直売所を核にした「協同組合」を構築できないも

できるのはそういう人たちでした。どうもそうい

のかと考えるとよいと思いました。ＪＡ本来の姿

う地域の人材を養成する力が今のＪＡに欠けてい

はこれです。もう一回冷静に自己点検も含めて直

る。特にコミュニティーを熟知した人材が村から

売所の在り方を見直し、ＪＡは素晴らしい価値や

いなくなっています。

機能を持っていることを検証し直す必要があると

４点目は、農村が有事に備えて維持してきた良

思います。

い仕組みがいっぱいあります。例えば私のところ

今村

には共同倉があります。これは火事が起きて焼け

できる。交流の場だからね。

出された場合、ここにスペアの食器もみんな用意

黒澤

しておいて、 火 事になった人にこれを出すので

れから収益を生まない地域福祉事業をやめるＪＡ

す。それから共有林があって、災害が起きたとき

はたくさんあります。しかしＪＡに期待する地域

災害に遭った人に優先的に伐採して用材をやる。

住民は福祉に期待しています。

直売所では情報が得られる。情報の交換が
その辺もポイントにしておきたいです。そ

ＪＡはこういうものに知恵や設置助成をして、

今回の被災地をずっと見ていて、ＪＡがきちん

私たちの先々代ぐらいの人たちがやってきた共同

とヘルパーを組織してデイサービスをやっていた

の在り方をもう一度問い直す必要があるのではな

り、拠点施設で 50 床ぐらいだったけれど受け入

いかと思います。

れてずっと支援をしていたりしました。特別養護

５点目に、一般家庭の食の備蓄は冷蔵庫とイン

老人ホームを含めて、本当にＪＡが地域のために

スタントラーメンだけです。それ以外はほとんど

どう貢献するか、福祉も経済合理性だけでなくて

無いです。２日間で大体底をつきます。家族分の

やり方だと思います。長野県のＪＡあづみの池田

最低備蓄ぐらいは自己責任でやらなければ駄目だ

陽子さんは私が学んだ鯉渕学園の先輩ですが、あ

という社会風潮をつくらなければならないという

あいう人たちにコミュニティー最前線でやっても

感じがしています。

らうことは、かなり価値があると思っています。

６ 点 目に、 東 北に行 っても農 家はコ ミ ュ ニ

もう１つ、地域連携、ＪＡ間連携、農工商連

ティーのなかで少数派です。しかし農村は潜在的

携、農業の６次産業化などが復興のキーワードだ

資源、先ほど話したトラクターも含めていろいろ

と思っています。

な資源を持っています。これを複数のコミ ュ ニ

今村

ティーでネットワーク化しておく。こうした考え
方はこれからの新たな農村の在り方や地域の在り
14 《対談》非常時の「食」

今日はどうもありがとう。
対談：2011年４月15日

於：（社）ＪＣ総研 研究所長室

構成：（社）ＪＣ総研 基礎研究部長 主席研究員 吉田成雄
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現場からの発信

記 録

━━ＪＡ富里市・仲野隆三常務理事の電子メール

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故が甚大な被害を広範囲に及ぼして
います。この国の在り方そのものに抜本的な見直しが必要ではないかと考えさせられ
ます。ただ、それは大変な努力と長い時間がかかって初めて実現するものだと思いま
もく あ

み

す。であればこそ「記憶の風化」によって、復興後には元の木阿弥と帰してしまって
はいけないと思います。そこで、産地ＪＡはどのような困難に直面し、現場で何を考
えたのかを記録するために、大震災から２週間近くたち、放射能汚染が表面化した
2011 年３月下旬に、千葉県ＪＡ富里市の仲野隆三常務理事が発信した電子メールの一
部を抜粋し掲載することといたしました。

（編集部）

── Message ──
From: "仲野隆三"
Sent: Thursday, ３月24日, 2011年 10:33 AM
皆 様（知っていたら教えてください）
唐突では御座いますが、東北地方太平洋沖地震による災害救済が行われてい
るさなか、福島原発による放射性物質（ヨウ素131とセシウム137）による農
産物および搾乳など福島県、茨城県、群馬県、栃木県のホウレンソウ、カキ
ナ、千葉県（シュンギク）の放射線量が暫定基準値超過となり、出荷自粛要請
が出され、この影響から首都圏等～周辺都市で指定品目以外の野菜類まで取引
成立（スーパーや外食契約）が無く、まさに風評被害の極みとなっております。
お忙しいなかで申し訳御座いませんが、ヨウ素131とセシウム137が植物体
のなかに取り込まれる可能性についてお聞きしたいのですが、調べていただき
たく、お願いする次第です。
３月26日（土）に当ＪＡの通常総会が開催され、農業者に対してヨウ素半減
期間は８日、セシウム137は30年間と回答することができますが、両物質の粉
じんが野菜に付着した場合、この物質が植物体内に取り込まれる可能性、また
土壌中に残留した場合、セシウム137は野菜の根から吸収されるのか、回答す
ることとなっております。
マスコミ等は野菜摂取の現状問題報道をしていますが、私たち畑産地では、
すでに春夏作準備を行っております。農業者たちは、今後の福島原発の動向を
気にしており、土壌や栽培管理上で野菜が放射性物質を植物体内に取り込むの
か、否か、そこを知りたがっております。その結果で、農業投資すべきか、も
しくは農業をやめるか考えています。
お知り合いなどで研究されている方に情報をもらいたいのですがどうぞ宜し
くお願いします。
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── Message ──
From: "仲野隆三"
Sent: Thursday, ３月24日, 2011年 3:06 PM
独立行政法人農業環境技術研究所（土壌環境研究領域）の木方展治研究員か
ら放射性同位体と土壌環境モニタリング研究レポートを先ほど頂きました。
チェルノブイリやビキニ環礁、東海村事故や中国原発実験……大気中から日
本の土壌、作物などへの影響をモニタリング、中国黄砂と放射性同位体の飛来
などの分析結果です。結論としてセシウム137は作物吸収されるようです。
ヨウ素は半減期間８日のため、土壌残留は無いのですが、セシウム137が課
題です。

── Message ──
From: "仲野隆三"
Sent: Friday, ３月25日, 2011年 9:23 AM
特に震災後の原発核物質による農業ダメージは想定外でした。世界中で400
基近い原子炉が稼働、さらに今後人口増加や発展途上国の産業需要から、エネ
ルギー源として原油から原子力発電に切り替わる部分もあります。
安全性には「絶対」は無いと日々思っておりますが、このことより食（農
業）や生活（環境）さらに生存までが脅かされることが起きたわけです。
中国や韓国も原発増設国です。
このようななかで、農業は、いざというときにこれほどの風評被害を受け、
３次産業から見捨てられやすい構造になっている。なんとかできないものか
と、その弱さをいやというほど感じました。
出荷自粛された野菜（品目）ではなく、県名で産地が卸や小売り段階で拒ま
れる状況に、農業者やＪＡは自治体や国に泣きつくことしかできません。
そんなさなか、放射能汚染のない野菜は店舗で売る、と農業を支える小売店
もＴＶで紹介されました。ＪＡ富里市の直売所「産直センター」でも多少客足
は落ちていますが、変わりなく野菜が販売されており、組合員も毎朝、産直セ
ンターに新鮮な野菜を変わりなく搬入しています。
本当に、消費者はありがたいと思います。
その反面、大企業は先にリスクを考える、これが資本主義のマーケティング
だと思えば仕方ないのですが、そんな連中と直販取引をしなければならないと
思うと悔しさが募ります。
茨城県など関東の加工業務野菜産地（外食産業との契約取引）では、いずれ
も取引停止を迫られ、広大な契約量の野菜は、売り先が無いままで、農業者た
ちが途方に暮れるなど、困っているようです。
富里の契約栽培長ネギが業務需要側から、しばらく出荷停止とされ販路を探
しています。長ネギは土中に埋まっているため直接的な放射性物質汚染は低い
のですが、こうなると中国から安い長ネギを輸入するなど、今まで中国野菜輸
入を自粛していた企業が、この機に切り替えるなどしています。
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昨夜風呂に入りながら、１次産業側は受け身のマーケティング、これを攻め
のマーケティングに転換できないか、パルシステムや勇気ある小売店、産直セ
ンターなど、いわれなき風評被害から農業者（組合員）を守る「ベストパート
ナー」をＪＡグループで印す（看板を与える）……地産地消の「緑提灯」を真
似た「青提灯」のようなもので、取引店を全国の産地が直販も含めて支援す
る。そんな提案をしたいと思います。
ＪＡ－ＩＴ研究会などや、ＪＡ全農も交えてできないかと考えます。
１次 産 業は、 押し黙っているsilent majority Farmerではなく、 もの言う
Farmerに転身すべきだと思う。
企業が農業参入している昨今、福島県や宮城県、茨城県、千葉県などがどの
ような考え方や行動に出るか注視しておりますが、農業は自然条件に左右され
るほかに、人工的な影響を受けることが分かったと思います。農業とは食料と
は安い輸入品に興じて農業を論ずるべきでないことを感じ取ってほしいもので
す。

── Message ──
From: "仲野隆三"
Sent: Tuesday, ３月29日, 2011年 2:56 PM
Subject: 被災者受け入れの輪を広げられないか！
皆 様
この度の震災で福島原発30㎞圏の被災者宿泊を富里市役所（福祉センター）
で受け入れています。野菜などを供給しておりますが、福島原発の様相は悪化
情報しか入らず、被災者は放射性物質が土壌滞留するなかで、生まれ育った地
域と農地や農業に希望が見えず、状況によっては故郷から離れた地域で生活を
営むことさえ考えているようです。
たいせき
農地にセシウム134、137が堆積、30年間（半減期）を考慮しても、30年間
は農地を使うことさえ（その地域の組合員は）思うようにできない。
全国の農業者やＪＡが福島などの農業者の宿泊場所や雇用受け入れなどで知
恵を絞れないか訴えたいと思います。先ほど市役所総務部と打ち合わせ、資産
管理アパートで３カ月間程度受け入れられないか、協議しました（オーナー会
で協議検討します）
。
また、組合員住宅（旧宅が残っている組合員住居を宿泊場所にする）の提供
ができないか、農家組合で検討します（その上で、組合員からの宿泊受け入れ
希望を募る）
。
市役所からの助成などを含めて、ＪＡに何ができるかを考えています。国難
ですが、同じ仲間（組合員）の難儀です。昨今系統事業で救済目的に「互助の
精神」論的な活字が舞いましたが、それよりもこちらの方が真の「互助の精
神」ではないか。……１人は万人のために、万人は１人のために、を実践する
ときだと思います。
自分たち（組合員）がしでかしたことでなく、国の企業がしでかしたことで
故郷を追われている組合員を救いましょう。全国の組合員に訴えてください。
被害を受けている組合員たちが生きる糧を得るために、私たち一人一人ができ
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ることを、３カ月、６カ月、１年間でもいいのです。宿泊できる住まいと、生
きるための糧を得る機会（農業などに従事）を探してください。
この輪を、福島や宮城、岩手、青森のＪＡに伝えてください。ＪＡネット
ワークで組合員を救いましょう。
●農業協同組合ならではの「互助の精神」で国ができない力を発揮しましょう
●規制改革会議にＪＡの底力を見せてください（これがＪＡ組織だと！）
●全国の知人友人に同じメールを流してください（ネットワークで伝えて）

── Message ──
From: "仲野隆三"
Sent: Wednesday, ３月30日, 2011年 3:06 PM
千葉県旭市の野菜自主検査や自主規制（出荷）で、その責任を問う声がある
やに聞いております。◦◦◦◦氏（ＪＡ◦◦◦顧問）から風評被害後の野菜産
地の状況は、組合員意識とＪＡの判断など複雑なものがあるように聞いており
ます。
市場への販売依存度が高い、市場は中間事業者として野菜荷口の集荷、分散
の役割がある半面、このような広域的な事故（見えない恐怖と不信感）では、
流通Systemとして弱い。農業者やＪＡなら現場情報を直接実需者と話し合い、
ふ っ しょく

不安感を払拭できますが、いかんせん卸売市場は商社よりも現場情報を伝えき
れていない。
商社や小売店は、リスク遮断するスピードが速く、現場情報を把握して店舗
展開に反映させます。卸売市場は荷受けを拒むことができないため産地から継
続入荷があり、それぞれ薄く広範な情報源に頼らざるを得ません。
卸売市場と開設者（東京都）の対応には、緊急的な対応策がない。所沢のダ
イオキシンや今回の福島原発など、豊かな社会におぼれる様が、教訓を生かせ
ないSystemになっています。
水道水では、東京都知事の石原氏の浄水場視察などではパフォーマンスはす
るが、農林水産物については国に物申して、流通業者などへの産地対策指示は
見受けられません。食料の供給は「安全安心」を都民に届けることと同じ責務
があるはず、だから風評被害も含めて防止することがガバナンスに求められる
ものではないでしょうか。
これを機に、食料（農林水産物）の供給について卸売市場法と市場開設者、
国の責務などについて国民的議論をしてほしい。そのなかで風評被害防止なる
ものも明確にすべきであると思います。
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スケープゴートとしての「風評被害」

論 説

（社）ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

横田 茂永 （よこた しげなが）

現在、原発事故を背景として、農産物の「買い控え」が広範に起きている。この
「買い控え」の原因として、連日報道されているのが「風評被害」である。しかし、
「風評被害」が本当にその原因といえるのだろうか？

１．震災・原発事故後の消費者の行動
2011 年３月 11 日の東日本大震災は、地震と津波による大被害をもたらすととも
に、福島第一原発での事故という最悪の事態につながった。この震災直後に、首都圏
の消費者がとった行動は「買い占め」であった。食料品では、パン、もち、米、牛
乳、納豆などの売り切れが顕著であった。食料品以外でも、電池や懐中電灯の売り切
れはひどかった。ただし、正確にいえば、多くの人が行ったのは「買い増し」だった
のではないかと考えられる。確かにかなり度を超えた人もいたようであるが、むしろ
一人一人が少しずつ量を増やしたことの積み重ねということではなかったか。
大きな被害の無い首都圏での買い占めについては、身勝手であるという意見が多数
であった。しかし、首都圏の消費者にも、大規模な余震の可能性、原発事故の被害の
拡散、計画停電の動向など不安を抱く要因は十分にあったといえる。結果的に首都圏
での大きな被害は今のところ無いが、それが最初から予想できたわけではない。
また、売り切れの原因は、
「買い占め」
「買い増し」ばかりとはいえない。生産現場
の被災や流通経路の遮断などもこれに関係している。さらに、被災地への義援金と別
に行われた救援物資の募集についても、新品の物しか受け入れられなかったため、そ
うした物資の購入を促してしまった。
その後、原発事故が悪化したことで、事態は次の段階に移行していくことになる。
原発から放射性物質が飛散することによる空気・水・土壌、そして農産物の汚染の問
題である。これによって、消費者が取った行動が農産物の「買い控え」であった。暫
定規制値を超えたものは出荷停止となるが、ホウレンソウなどについては、３月 21 日
付で茨城県、栃木県、群馬県および福島県の全域が出荷制限の対象となった。福島県
においては、３月 23 日付でコマツナなど一部の野菜について摂取制限の措置も取られ
ることになった（いずれもその後、一部地域で解除）
。
これらの地域では、暫定規制値を超えた農産物以外の農産物でも売れ行きが悪くな
り、ホウレンソウなどの葉物は出荷制限外の地域のものについても敬遠されるケース
がみられた。3 月 21 日には原発周辺の海水で放射性物質の数値が高くなり、４月４日
の汚染水の放出以降は近海の魚からも放射性物質が検出され、海産物の「買い控え」
にも波及していくことになる。

２．「風評被害」の実像
（１）「風評被害」という表現は妥当なのか？
『広辞苑』によると、
「風評」とは「世間の評判。うわさ。とりざた。風説」であ
る。今回の事態についての使われ方でいえば、
「うわさ」の意味の１つである「世間
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で根拠もなく言いふらす話」ということになるだろう。そして、
「風評被害」は、
「風
注１）『広辞苑 第六版』
岩波書店、2008年

評によって、売上げ減などの被害を受けること」となる注１）。
しかし、この根拠の無い話という前提条件が、あまりにも心もとないのが今回の事
態である。実験室のなかとは異なり、屋外に放出された放射性物質が大気や水、生物
の動きなどを通じて、不均一に拡散するであろうことは容易に想定されることであ
る。しかし、気象庁が国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の仮定をもとに計算した放射性物
質の拡散予測データを国内向けに公表していなかったことが分かったのが４月４日で
ある。公表しなかった理由としては、正式なデータは文部科学省の「緊急時迅速放射
能影響予測システム（SPEEDI）
」であり、誤解を生みかねないものであったからであ
る。そして、このSPEEDIの試算結果が、文部科学省と原子力安全・保安院から公表
されたのは５月３日のことであった。
放射性物質拡散のモニタリングは単に不十分であったというだけではなく、分かっ
ていたものまでが隠されていたわけである。農産物への分析は、このように放射性物
質がどう拡散しているのかが分からないなかでのサンプル検査という形をとり、サン
プリングの方法は一般に公表されていない。初めから均一にすることを心がけて製造
している工業製品の品質検査でサンプリングをしているのとは訳が違う。そして、実
際に放射性物質が暫定規制値を超えた地域は散在していた。
放射性物質の拡散のモニタリングも十分にされていないうちから、サンプル検査だ
けで安全性を保障することはできない。すなわち「風評」という言葉を断定的に使え
る状況ではなかったといえる。
「風評被害」については、
「メディアの報道により人々に印象づけられたことで情報
が事実として独り歩きを始めた結果、そのように世間に受けとめられ、被害を受ける

注2）『i m i d a s 2007』
集英社、2007年

こと」という、新聞・テレビなどのマスメディアの報道による被害を意味する見方も
注２）
取られている 。インターネットについては多様な意見が流布されたので検証は必
要であろう。しかし、新聞やテレビなどのマスメディアでは暫定規制値をオーバーし
たことを報道したときですら、政府や専門家が実際には問題無いとしている意見を付
記することが通常であり、大きく危機意識を広げているようには見えなかった。そし
て、現在では新聞・テレビなどが「風評被害」という言葉を、あまり説明も加えない
で連呼し始めている。
実際に「買い控え」が起きたのは最初の報道からすぐであり、
「風評被害」が連呼
されたからといって、
「買い控え」が目立って減少しているとは思えない。報道の在
り方による「風評被害」という見方もあまり妥当ではないように思える。
（２）「買い控え」の理由は「風評被害」といえるのか？
これまでに経験したことの無い事態が起きたとき、それについての知識が理解さ
れ、浸透するのには一定程度の時間がかかる。どんなことについてであれ、専門的知
識を消費者のすべてが持っているなどということはあり得ない。しかも、専門家にし
ても統一された意見ばかりではない。
特に、原子力を推進する立場と医療にかかわる立場では微妙な食い違いもあり、ま
たそのなかでも安全性への感度には大きく差がみられている。それに加えて、イン
ターネットの普及によって多様なチャネルからの情報が入ってくる。すべての人が情
報を総合的・合理的に判断しているわけではないが、真面目に考えている消費者ほ
ど、どうするべきかの判断に時間を掛けざるを得ないはずである。前述の分析やモニ
タリングの不十分さもこれに輪を掛けたことは否めない。風評であるかないかにかか
わらず、消費者が情報を判断するまでのタイムラグを考えれば、当面の「買い控え」
の事態は避けられなかったということである。
また、今回の「買い控え」が長期化したことの理由として、問題の根源がすぐに収
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拾しなかったことが原因にある。今回の問題の根源は、原発の放射線漏れにあるが、
これが止められないどころか、むしろ悪化したことが最大のネックとなった。事態が
収拾していれば、そのレベルでの情報を整理すればよい。しかし、事態が収拾してい
ないのであれば、新たな情報がどんどん必要になっていく。これによって、最終的な
判断にたどり着くまでの時間が大きく延びることになる。ただし、これによって、思
考を停止して、安全だと思い込むことにした消費者もいたかもしれない。
もう一つ今回の「買い控え」に対するキーワードがあるとすれば、科学という言葉
に対する信用度の問題である。現在の消費者は、科学的という言葉だけですぐに信用
する人ばかりではない。マスコミに出てくる専門家は、国際基準や過去のデータを示
すことで安全性を強調していたが、その基準やデータが得られたプロセスを示してい
ない。公表される結果をうのみにする人もいるが、科学というからにはプロセスが重
要なのであり、それを問題にする消費者も少なからずいる。
ましてや、科学的に安全が保障されていたはずの原発から放射能が漏れているので
ある（その前には、科学的な予測に基づいて造られた堤防を越える津波で甚大な被害
が出ている）
。それを背景としながら、科学的には問題が無いということを連呼する
のは、あまりにも説得力に欠けた。
そして、消費者が「買い控え」をやめる判断をするに至らなかった最大の原因は、
放 射 性 物 質の分 析や拡 散 予 測とその情 報 公 開の不 備であったといえる。 前 述の
SPEEDIの試算結果が未公表であった理由については、細野豪志首相補佐官が５月２
日の会見で「国民がパニックになることを懸念した」と説明している。しかし、東京
女子大学の広瀬弘忠教授（災害心理学）によると、実際の災害で多くの人がパニック
を起こすことは少ないとしている。パニックになることを避けようとするあまり、適
注３）広瀬弘忠『人はな
ぜ逃げおくれるのか──
災 害の心 理 学 』 集 英 社
（新書）、2004年

切な情報に基づいた避難措置が取られなくなることの方がより深刻な被害をもたらす
注３）
というのである 。
本当にパニックを恐れた上での対応であるかどうかは別として、情報が公開されな
かったことは実際の被害防止に役立たなかったどころか、国民全体へ不信感を与えた
ことは間違いない。好意的に見たとしても、政府はパニックを防ぐために本当は危険
かもしれない事実を隠しているのではないか、と誰もが思っていることだろう。
（３）社会的緩衝機能としての「買い控え」
「買い控え」も「買い占め」
「買い増し」も、確かに社会的な問題につながるわけで
あるが、逆にいえば、当然起こるべき、消費者の購買行動のパターンといえる。そし
て、前述したように被災地だけではなく、首都圏の人たちも潜在的な危険にさらされ
ているわけである。資本主義経済では、消費が自己責任で行われる以上、消費者それ
ぞれが自分自身、そして家族などのために、最適と思われる消費行動を取るのは当た
り前である。過去にもさまざまな局面で、そのようなことがあったわけであり、冷静
に行動しろという、上から目線の言葉を発するだけでは、何の解決にもならない。
食品については、品切れになったことや放射線の暫定規制値を超える農産物が出た
ことで、暴動にまで発展することは無かった。また、多くの在日外国人が国外脱出し
たことを考えると、消費者（国民）の反応は相対的に落ち着いているといえるのでは
ないか。余震に対する備えと停電対応、そして原発被害がどこまで広がるのかとの不
安の大きさに対して、
「買い控え」や「買い占め」
「買い増し」をすることが社会的緩
衝機能となり、より大きなパニックを起こす一歩手前の状態で済んでいるとも考えら
れる。そうであるとするならば、相応の問題解決がなされる前に「買い控え」を回避
することは危険性を伴うことになる。
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３．「風評被害」という言葉を使わざるを得ない理由
その一方で「風評被害」という言葉を使わざるを得なかった理由も存在する。
「買
い控え」が収まらないのであれば、まず一番問題となるのは被災地の生産者の生活で
ある。
「生活できない→出荷する→売れない→値崩れ→生活できない」の繰り返しと
なってしまった。細かな算定は後にしてもよいが、早めに補償金の仮払いをすること
で、生産者に落ち着きを持たせて、状況を把握した上で出荷できる体制をつくり出し
ていくことが望ましかった。しかし、あまりにも広範囲の被害であったため、また地
震と津波による被害者への支援や補償を優先せざるを得ない側面もあったため、その
対応は後回しにされている。
国や東京電力が支払わなければならない補償額が膨大になると予想されたことも、
支払いを受けられるかどうかの不安をあおることになっただろう。不安のなかで、暫
定規制値に引っかからなかった農産物については少しでも出荷することで、生産者は
生活費や生産費を自ら確保しなければならない状況に追い込まれたのである。
追いつめられた状況のなかで、売れないことについて、
「風評」であることを強調
せざるを得なくなる。そうでなければ、売れないことまで自己責任としてかぶらなけ
ればならなくなる。こうして、
「風評被害」は雪だるま式に膨れ上がり、本来の責任
の所在があいまいになってしまったのである。

４．「風評被害」という言葉の危険性
仕方がない事情があるとしても、生産者サイドが「風評被害」という言葉を安易に
使い過ぎることには２つの点から注意が必要である。
被災地の復興、日本経済の再建という反論しづらい建前と結び付けられて、
「風評
被害」による「買い控え」の回避が、連日のようにマスメディアを通じて叫ばれてい
る。しかし、まだ原発事故が収束したわけではないし、汚染の全容が明らかになった
わけでもない。もしこのタイミングで健康被害にかかわるより大きな問題が発覚した
らどうなるだろうか。問題が起きたときに、マスメディアの論調が変わるのも目に見
えている。生産者サイドが「風評被害」という言葉に安易に同調していると、行政や
東京電力同様、あるいはそれ以上に大きな責任を負わされることになりかねない。
また、
「風評」という言葉を使うことは、消費者に一方的に責任を押しつけること
になる。安全なのに買わない消費者が悪いということである。しかし、
「風評被害」
が叫ばれても、容易に購入に転じない消費者こそが、安全性を重視して、国産の食品
を積極的に選択していた消費者なのではないだろうか。このような言葉が、消費者に
とって好意的な受け取り方をされるはずはない。むしろ、消費者の不信をあおってい
るように思われる。
これによって消費者との信頼関係が崩れるとするならば、中長期的な国産農産物か
らの消費者離れにつながっていくことになりかねない。確かに、国産の農産物を購入
するということは、安全性という面からだけの問題ではない。食料安全保障や環境問
題などほかの要因も大きい。しかし、当研究所のWeb調査も含めて消費者調査の多く
で、安全性が国産農産物を購入する大きな理由となっていたことは疑いの無い事実で
ある。
単に国が定めた基準に合うかどうかだけを問題にしているのならば、輸入農産物で
も問題は無い。国産志向を輸入食品への「風評被害」とは言わないだろう。BSE（牛
海綿状脳症）のときにアメリカの牛肉が禁輸されたことも同様である。
日本では、安全と並んで、安心という言葉がよく使われる。これは、安全とも大き
く重なるのであるが、信頼関係を重視する日本的な慣習からくるものである。今回の
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「風評被害」という言葉は、そのような信頼関係を壊すものでしかない。事態が収ま
り、復興需要が落ち着いたとき、あらためて国産離れが進行する可能性がある。

５．リスクの低減と信頼の回復
前述の広瀬教授によると、自分には過失が無い重大な事故・事件などで、原因を究
明しようとしているのにそれが難しいとき、人は合理的で確かな証拠は無いが、心理
的にはなんとか得心がいくような仮の原因「スケープゴート（いけにえのヤギ）
」を
見つけ出そうとするという。このスケープゴートには、自分たちが傷つかず、ほかの
誰からも納得を得られそうな人や事柄が選ばれやすいようである。
「風評被害」という言葉は、現在の「買い控え」という事態でのスケープゴートと
いえるのではないだろうか。しかし、スケープゴートをつくることは何の解決にもな
らない。この言葉に依存することなく、根本的な問題解決あるいは解決に向けて前進
する方が望ましい選択なのである。
原発からの放射性物質の放出を止めることは、政府と東京電力に任せるしかないと
しても、政府や民間の放射性物質の拡散予測と連動させて、積極的に農産物の分析に
取り組むことはできるだろう。確かに、あまり良くない結果も出てくる可能性はあ
る。しかし、農薬問題でもそうであるが、事実を開示しておくこと自体が消費者に安
心感を与えることになる。データが綿密に公表されるようになったとき、少なくとも
その程度に応じて購入する消費者も出てくるだろう。それでも、購入しない消費者が
いるのは当然であり、しようがないことである。
また、農産物によっては加工の仕方で放射線レベルを低減できるケースが報告され
ている。採用できるならば、そのような加工を施して、どれだけ低減させたのかを表
示して販売するのも１つの方法である。
いずれにしても、コスト面との兼ね合いがあるが、暫定規制値うんぬんではなく、
積極的なリスク低減への取り組み姿勢こそが消費者の信頼を勝ち得る方法であること
はこれまでの経験からも明らかである。

の

今後は汚染の除去作業への対応も避けられないだろう。新潟大学土壌学研究室の野
なかまさのり
中昌法教授らが、早期の対応の重要性を訴え、ホームページ上で対応策を検討してく
注４）
「週刊 新大土壌研」
http://blog.goo.ne.jp/
soil_niigata 新潟大学農
学部応用生物化学科土壌
学研究室

れている注４）。行政だけではなく、このような民間での取り組みとの協力も含めて、
農業環境の浄化を進めていかなければならない。
「買い控え」をしている消費者にしても、被災地を助けたくないわけではないはず
である。募金や援助物資への反応を見ても、消費者は非常に協力的である。購買を求
めるばかりではなく、別の形での支援を求めることも重要である。農業環境を浄化す
るための資金投資への消費者の協力である。
今後、これまでのように「食の安全」と「国産」をリンクさせることは難しくなる
ことが予想される。もちろん、今回の事故を通じて環境も汚染されたわけであるが、
良い環境なくして食の安全もあり得ないことが明確になったといえる。リスク低減と
信頼の回復、そして環境浄化を前面に出して、復興プランを立てていくことが望まれ
る。
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地域農業資源管理における集落組織と大規模経営体との役割分担と課題
研究ノート

━━石川県旧寺井町（現能美市）Ａ集落の現地調査から
（社）ＪＣ総研 基礎研究部 研究員

大仲 克俊 （おおなか かつとし）

１．本報告の内容
水田農業において、農家の離農による土地持ち非農家の増加が進むとともに、少数
の担い手への借地による農地集積が進んでおり、地域農業の農業構造は、少数の大規
注1）細山は2005年農業
センサスの分析から、農
業構造において、借地に
よる大規模経営体が形成
され、農地利用後退が抑
制されている地域がある
ことを指摘している
注２）細山は、大規模借
地経営の発展条件におい
て、大規模借地経営だけ
では地域農業、地域資源
の維持は困難であり、地
域農業資源の管理作業等
を担う集落組織など、大
規模借地経営と機能分担
できる体制が必要だと指
摘している
注３）農地・水・環境保
全 向 上 対 策は、2007年
に導入された品目横断的
経営安定対策（現水田・
畑作経営所得安定対策）
と同時に実施された。そ
の目的は、地域農業資源
の機能を維持する農村政
策として位 置 付けられ
た。2011年 か ら 農 地・
水・環境保全向上対策は
再編され、集落活動およ
び地域農業資源の補修な
どへの支 援は、「 農 地・
水管理支払交付金」と
なった
注４）農業センサスに基
づくものである。1990年
時点で、旧寺井町の経営
耕地面積における借地率
を示す流 動 化 率は28.0%
で あり、2005年 で は47.7
%となっている。また、
１戸 当たりの経 営 耕 地
面積も、1990年の1.5haか
ら2005年は2.4haと拡 大
している。さらに、経営

模農業経営体と多くの土地持ち非農家に分かれつつある注１）。
このような状況は、農業構造政策における担い手への集約という観点から見れば評
価することができるが、水田農業の営農には、農業集落における農業水利・道路など
の地域農業資源の管理・運営が必要である。この地域農業資源の管理・運営は、各農
業集落における農家組織などが行っており、集落における多くの農家が参加すること
により実施されてきた。そのため、多数の小規模農家の離農による非農家化と少数の
ぜ い じゃく

担い手農家の大規模化による農業構造の変化は、地域農業資源の管理・運営を脆 弱 化
させる恐れがある。これは、集落の農業の担い手である大規模経営体の地域農業資源
の管理・運営負担コストを増加させる可能性があり、大規模経営体の営農展開を阻害
する可能性がある注２）。
このため、国は担い手への農地集積を目的にし
た構造政策を進めるとともに、農地・水・環境保

石川県

全向上対策 注３）などを通じて、地域農業資源管理
における集落活動を支援している。
そこで、本報告では、大規模経営体と多くの土
地持ち非農家および小規模農家が存在し、担い手
への農 地 集 積が進 行している石 川 県 旧 寺 井 町
たつの く ち ま ち

ね あがり ま ち

の

み

富山県

（2005 年に辰口町、根 上 町と合併し、現在は能美

能美市

市）Ａ集落の地域農業資源の管理状況について分

金沢

析する。そして、地域農業資源の管理における、
集落組織と大規模経営体の役割分担とその課題に

福井県

ついて明らかにする。

岐阜県

２．少数の担い手と多くの土地持ち非農家に分かれつつある旧寺井町Ａ集落
て どりがわ

旧寺井町は、石川県南部の加賀平野に所在し、手取川左岸に位置する平地地域の水
田地帯である。旧寺井町は、都府県・北陸・石川県の平均に比べて借地による農地の
流動化と、農家１戸当たりの経営耕地面積の拡大が進んでいる地域であり、多くの小
規模農家の離農による農地の放出と少数の農業経営体による農地の集積が進んでいる
地域である注４）。
旧寺井町のＡ集落は、平地地域の水田農業地域であり、集落戸数 129 戸、人口 454
人（2005 年国勢調査）の集居型の農業集落である。南北に約 1.1km、東西に約１kmの
範囲で農地があり、耕地面積は水田が 71ha、畑が２haである。また、1990 年から県
営の基盤整備事業が実施されている。
Ａ集落の農業構造の特徴は、総農家戸数および販売農家戸数の減少に比較して経営
耕地面積の減少が進んでおらず、１戸当たりの経営耕地面積は増加している。また、
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耕地面積規模別に販売農
家では、５ha以上層の販
売農家の割合は、1990年
は3.8%、2005年 は11.2%
と な り、2005年 に お い
て、 旧 寺 井 町の５ha以
上層の販売農家が占める
割合は、都府県・北陸・
石川県と比べて３倍以上
高くなっている。 加え
て、2005年時点では、10
～20ha未 満の販 売 農 家
が６戸、20～30ha未満の
販売農家は２戸存在し、
10ha以 上の経 営 規 模を
持つ農家は、全販売農家
の4.1%を占めている
注５） 農 業 セ ン サ スの
集 落 カードの分 析によ
る。1970年 と2005年 を
比 較すると、 総 農 家 戸
数は66.7%減 少し、 販 売
農 家は1990年 時 点と比
較して35.1%減 少してい
る。それに対して、経営
耕 地 面 積の減 少 率は低
く、2005年 時 点では、
総 農 家の経 営 耕 地 面 積
は34.2%の減 少、 販 売 農
家の経 営 耕 地 面 積では
32.6%の減 少となってい
る。 さらに、 販 売 農 家
24戸と農 家 以 外の農 業
事業体の１事業体を加え
た、25の農 業 経 営 体の
経営耕地面積は96.6haと
なり、1990年の販 売 農
家の経営耕地面積と比べ
て10.4%増 加している。
総 農 家１戸 当たりの経
営 耕 地 面 積は2.5haとな
り、１経営体当たりの農
業経営体の経営耕地面積
は3.9haとなっている

法人経営体による農地集積が農家以上に進んでおり、法人経営体も含めた農業経営体
の１経営体当たりの経営耕地面積は、総農家１戸当たりの経営耕地面積よりも大きい
状況にある注５）。つまり、Ａ集落では、農家だけではなく、法人経営体も含めた担い
手への農地の集積が進んでおり、多数の土地持ち非農家が存在するとともに、少数の
農業経営体（販売農家+法人経営体）への農地集積が進んでいる。
では、Ａ集落の経営耕地面積規模の上位２農業経営体であるＣ法人と農家Ｄの農業
経営状況と農地集積状況を見てみよう。この上位２経営体が保有するＡ集落の農地
シェアは、Ａ集落の耕地面積の 41.5%となっている。なお、この２経営体は、隣接す
るＢ集落にも農地の保有・借り入れをしている。
Ｃ法人は、Ａ集落で最も経営規模が大きい農業生産法人である。2010 年時点の経営
耕地面積は 42.2haであり、所有農地は 7.3ha、借り入れ農地は 34.9haである。そのう
ち、Ａ集落における経営耕地面積は 22.8haであり、所有農地は 2.9ha、借り入れ農地は
19.9haである（表１参照）
。
作付け内容は水稲と転作による大麦、大豆である。水稲では、コシヒカリが 14.7
ha、ひとめぼれが 2.6ha、直播コシヒカリが 2.4ha、石川もちが 4.6ha、カグラモチが 4.9
haである。転作では、大麦が 12.1ha、大麦の後作大豆が 3.0ha、野菜が 0.1haである。
投入している労働力は、家族労働力が４人（Ｃ法人社長夫婦、Ｃ法人社長息子夫
婦）と雇用労働力である 20 代の男性社員１人である。農業機械・施設では、トラク
ター５台、田植え機１台、コンバイン１台、乾燥機４機、もみすり機１台を装備して
おり、自前のライスセンターを設置している。また、バックホーやフレールモアーな
けいはん

どの畦畔管理、排水路の泥上げなどで必要な機械も装備している。
Ｃ法人は、経営耕地の拡大を現社長の父親の代から進めてきており、1965 年の 2.8ha
から比較すると、2010 年時点では約 15 倍に拡大している。事例のＡ集落では、借地
により規 模 拡 大を進めており、1980 年 時 点では 3.6haであったものが 2010 年では

【表１】Ａ集落の経営 規 模 上 位 ２ 経 営 体 の 経 営 状 況 （ 2 0 1 0 年 度 ）
Ｃ法人（特例有限会社）
農家Ｄ
42.2
13.0
7.3
2.5
所有農地：ha
Ａ集落：2.9
Ａ集落：1.0
Ｂ集落：4.3
Ｂ集落：1.5
借り入れ農地：ha
34.9
10.5
・A 集落：ha
・Ａ集落：19.9
・Ａ集落：6.5
・B 集落：ha
・Ｂ集落：15.0
・Ｂ集落：4.0
・コシヒカリ：14.7
・コシヒカリ：6.0
・ひとめぼれ：2.6
・ユメミズホ：2.0
・直播コシヒカリ：2.4
・大麦：4.0
・石川もち：4.6
・大豆（大麦後作）：4.0
作付け内容：ha
・カグラモチ：4.9
・調整水田：1.0
・大麦：12.1
・大豆（大麦後作）：3.0
・野菜：0.1
労働力 人、人・日
５人、1250 人・日
３人、550 人・日
（うち雇用労働力）
（１人、250 人・日）
（なし）
年間機械費用（万円）
700
−
・トラクター：× ５（ＰＳ：73，・トラクター：× １（ＰＳ：34）
56，53，40，28，各 × １） ・田植え機：８条 × １
・田植え機：８条 × １
・コンバイン：４条 × １
・コンバイン：６条 × １
・乾燥機：60 石 × ２
主な投資内容
・乾燥機：80 石 ×3,40 石 × １ ・もみすり機：４インチ × １
・もみすり機：５インチ × １
・育苗ハウス：6 ａ ×1
・バックホー：× １
・フレールモアー：× １
・草刈り機：× ４
経営耕地：ha

注：Ｃ法人への聞き取り調査は 2010 年 10 月・12 月・2011 年２月にＣ法人社長から行い、農家Ｄは 2010 年 12
月 10 日に聞き取り調査を行った
資料：聞き取り調査により筆者作成
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22.8haとなり、約 6.3 倍に拡大している。このような大規模水稲経営を行うため、大型
水稲作機械の導入を行うとともに、自前のライスセンターの設置、雇用労働力を投入
する水稲経営を行っている。
農家Ｄは、Ａ集落で２番目の経営規模を持つ専業農家である。経営規模は 13.0haで
あり、所有地が 2.5ha、借地が 10.5haである。そのうち、Ａ集落の経営耕地が 7.5haで
あり、所有地が 1.0ha、借地が 6.5haである。作付け内容は水稲と転作の大麦、大豆で
あり、 水 稲では、 コ シ ヒ カ リが 6.0ha、 ユ メ ミ ズ ホが 2.0haであり、 転 作の大 麦が
4.0ha、大麦の後作の大豆が 4.0ha、調整水田が 1.0haである（表１参照）
。
投入している労働力は、農家Ｄ夫婦で 500 日（農家Ｄ：300 日、Ｄ妻：200 日）
、農
家Ｄの長男が 50 日であり、雇用労働力は無い。農業機械・施設の装備状況を見ると、
トラクターが１台、田植え機が１台、コンバインが１台、乾燥機が２機、もみすり機
が１台、育苗ハウスが１棟（６ａ）である。
農家Ｄは、家族経営による農業経営体であり、1970 年経営継承時の 2.0haから約 6.5
倍に拡大している。Ａ集落における農地では、1970 年時点の 1.6haから約 4.7 倍の 7.5ha
まで借地による拡大を行っている。今後の規模拡大の目標面積は 15haまでとしてお
り、この規模以上の営農は困難だと考えている。また、現時点で長男が農作業の手伝
いをしているが、将来後継者となるかどうかは不明としている。
以上見たように、Ａ集落は担い手への農地集積が進むとともに、多数の土地持ち非
農家が存在している地域である。特に、Ａ集落最大の経営体であるＣ法人は、経営耕
地がＡ集落における農地の 31.2％を占めており、さらなる規模拡大の意欲も持ってい
る。このため、Ａ集落は、今後も少数の担い手への農地集積が続くと考えられるとと
もに、土地持ち非農家が増加することになる。つまり、担い手への農地集積が進む構
き ぐ
造政策の先進地域であるとともに、地域農業資源の集落による管理機能の低下が危惧
される集落である。

３．Ａ集落全体で管理される地域農業資源
（１）土地改良区・集落組織・耕作者による管理機能の役割分担
ほ じょう

みや たけ

Ａ集落の圃 場 整備は 1990 年に開始され 1999 年に完了している。水利では、宮竹用
とくばし

水から取水する得橋用水を利用している。Ａ集落内の水利は、得橋用水から取水した
後、集落内の住宅が集中している居住区域内の水路を通水してから各圃場へ流れてい
る。この居住区域内の水路は、1962 年に上水道が整備されるまでＡ集落の生活用水の
役割を果たしていた。現在では、集落の景観および防火用水、雨水などの排水路の役
割を果たしている。
居住区域内を通過した農業用水は、揚水ポンプによって各圃場へ通水されている。
Ａ集落には２機のポンプが設置されており、揚水ポンプから各圃場にパイプラインで
通水されている。
各圃場から出る排水は、圃場に接している支線排水路から幹線排水路を通り、排水
なべ たに

ポンプを通じて、集落の南側を流れる鍋谷川に排出されている。排水路は、南北に幹
線排水路が設置されており、東西には支線排水路が設置されている（図１・２・表２
参照）
。
また、Ａ集落内の農道は砂利舗装がされているほか、集落内に水門が５門設置され
ており、これらの管理も必要である。
このように、Ａ集落内には地域農業資源が設置されているが、管理主体は、資源ご
とに異なっている。まず、宮竹用水から得橋用水、そして排水門については、宮竹用
水土地改良区による管理がなされている。一方、集落内における用排水路、揚水ポン
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【 図 １】 Ａ 集 落 の 地 域 農 業 資 源 設 置 状 況 お よ び
農業排水路の管理状況

【 図 ２】 Ａ 集 落 の 水 利 施 設
および施設管理状況
宮竹用水
（宮竹用水土地改良区が管理）

農用地
開水路

A町内会が管理する
居住区域内水路

パイプライン

P

得橋用水
（宮竹用水土地改良区が管理）
取水門：A生産組合管理

揚水ポンプ設置位置

Ａ集落居住地区

・住宅地内水路：
５本
・住宅地内水路管理：
Ａ町内会

P

P
耕作者が管理する支線排水路

耕作者が管理する支線排水路

A生産組合が管理する幹線排水路

A生産組合が管理する幹線排水路

A集落
耕作者が管理する支線排水路

揚水ポンプ２台
（Ａ生産組合管理）

Ａ集落内農地

パイプライン：
Ａ生産組合管理
幹線排水路管理２本：
Ａ生産組合管理
支線排水路日常管理：耕作者管理

排水ポンプ：運営・調節
（自動調節）
→宮竹用水土地改良区が管理・運営

耕作者が管理する支線排水路

排水門

NN

耕作者が管理する支線排水路

鍋谷川
（排水河川）

資料：水門、揚水・排水ポンプ、パイプライン、
排水路管理状況はＡ生産組合およびＡ町内会長
への聞き取り調査により筆者作成
注：図内の矢印は主要な水路を表し矢印の方向
は水の流れを表す。図の上部が北、下部が南で
ある

資料：Ａ集落農地・水・環境保全向上対策協議会提供資料より筆者作成

プ、農道、水門の管理・運営は、Ａ集落内の組織・耕作者で行われている。
（２）集落内の農地所有者により構成されるＡ集落生産組合
Ａ集落内における地域農業資源管理を行う組織は、２つある。１つは、Ａ町内会で
あり、もう１つはＡ生産組合である。Ａ町内会は、Ａ集落の住民全員が参加している
組織であり、Ａ集落住民が町内会費を負担して運営している。また、Ａ生産組合は、
1923（大正 12）年に設立された農会を原型とする組織であり、現在は、Ａ集落内に居
住しＡ集落に農地を所有している 70 戸で構成されている。2005 年の国勢調査による
と、Ａ集落の戸数は 129 戸であり、集落の半数以上がＡ生産組合に参加していること
まん ぞう

になる。Ａ生産組合の運営費は、農地所有者が 3.3 ㎡当たり３円負担している「万雑
ひ

費 」と、農地・水・環境保全向上対策交付金で確保している。また、Ａ集落の水田
は、宮竹用水の水利費として 10 ａ当たり 4500 円を負担する必要があり、この費用は
地主が負担している。
Ａ町内会の地域農業資源管理の役割は、Ａ集落の居住区域内における水路の管理で
ある。その主な活動は、年１回の水路の清掃である。この活動は、Ａ集落の全戸が参
加して行っており、活動費には町内会費と農地・水・環境保全向上対策交付金を利用
している。
Ａ生産組合の地域農業資源管理の役割は、圃場区域内の農業排水路・揚水ポンプ・
パイプライン・水門（５門）
・農道の管理・運営である。
集落内に南北に設置された幹線排水路では、年２回の泥上げを行っており、生産組
合員全員が参加することになっている。出役の労賃は万雑費および農地・水・環境保
全向上対策交付金で支払っている。揚水ポンプの運営は、Ａ生産組合の専業農家の持
ち回りで担当している。また、揚水ポンプの点検・調整池の泥上げ・草刈り作業・メ
ンテナンス作業などの管理もＡ生産組合で実施している。また、ポンプの電気代、
オーバーホールなどの運営・管理費は、Ａ生産組合の特別予算である積立金で負担し
ている。さらに、パイプラインは年３回の管理作業を実施している。水門管理では、
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【表２】Ａ集落における 地 域 農 業 資 源 の 管 理 活 動 実 施 状 況 （ 2 0 0 9 年 度 ）

地域資源（水路・農道等）管理

管理者・参加者など
管理者：Ａ生産組合
○集落内専業農家の持ち回り
管理者：町内会（集落内全戸参加）
○水路泥上げ：全戸参加（年 1 回）
管理者：Ａ生産組合
○生産組合内専業農家の持ち回り
管理者：Ａ生産組合
○年２回草刈り・泥上げ：組合員全員
参加
管理者：Ａ生産組合
○砂利補充・年２回草刈り：生産組合
日常管理：耕作者
○除草剤散布 : 年３回（４･ ６･ ８月）
○草刈り : 年２回（６～８月）
農業用水路（支線排水路） 管理者：耕作者
○清掃
○排水溝の泥上げ : ３月
○排水路の法面の管理
○除草剤散布 : 年３回（４･ ６･ ８月）
○草刈り : 年２回（６～８月）
排水門
運営・管理者：宮竹用水
○運営・管理
○排水門の水位調節は自動
○日常見回り等：Ａ生産組合
集落内の水門管理
管理者：Ａ生産組合
○調節
○調節：生産組合
→専任者は設置しない
取水口水門管理
○水門調節
集落居住区域内水路
○清掃・補修
揚水ポンプ管理
○揚水ポンプ運営状況
農業用水路（パイプライ
ン・幹線排水路）
○清掃・補修
集落内の農道
○清掃・補修

資料：Ａ集落の状況は、Ａ町内会長および生産組合員への聞き取り調査と 2009 年度Ａ集落
農地・水・環境保全向上対策協議会資料より筆者作成

取水門については専業農家 1 戸が管理し、集落内のその他の水門は、生産組合の組合
員全員で管理しており、特に専任者を決めていない。また、取水門では年１回の草刈
り・泥上げを実施している。農道の管理は、砂利の補充などによる補修作業を年３回
実施しているほか、排水路の泥上げと併せて行われる草刈り、年１回の破損状況の点
検作業を実施している。加えて、畦畔の再築立も年２回実施している。
（３）経営耕地面積拡大に伴うＣ法人の地域農業資源の管理負担の増加
農業用水・排水などのＡ集落の地域農業資源管理において、Ａ生産組合および町内
会による管理がなされているが、集落内で営農を行う経営体にも管理の役割が課され
ている。
Ｃ法人の社長への聞き取り調査をもとに整理すると、Ａ集落内での農業経営体が管
理担当する地域農業資源の範囲は、支線排水路と耕作している圃場の畦畔・農道であ
り、Ａ集落の末端水利・農道の管理である。支線排水路の管理では、排水路の泥上げ
のり めん

や耕作している圃場に面している支線排水路の法面の日常管理である。耕作している
圃場周りでは、圃場畦畔の日常管理や圃場に面している農道における年複数回の草刈
りなどの日常管理がある（図１・２・表２参照）
。Ｃ法人は、支線排水路の排水溝の
泥上げを３月に行い、支線排水路の法面、圃場の畦畔、圃場に面している農道の防除
を年３回（４・６・８月）行い、草刈りは、１圃場につき年２回（６～８月）実施し
ている。このような管理作業において、Ｃ法人は農業機械（バックホー・フレールモ
アー・草刈り機）を自前で装備し、労働力（家族３人・雇用１人）の投入を行ってい
る。
基本的にＡ集落では、圃場周りの地域農業資源の管理は、耕作者（経営体）が行っ
ている。そのため、Ａ集落において大規模経営体の地域農業資源の管理における役割
は、経営規模が増加するに従い増加している。つまり、大規模経営体は、地域の農地
の受け皿としてだけではなく、末端水利・農道などの地域農業資源の管理主体となっ
ているといえる。
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４．今後の課題
Ａ集落は、少数の担い手である大規模借地経営への農地集積と、多数の離農した土
地持ち非農家および小規模農家による農地の放出の動きが進んでいる。こうしたなか
で地域の中心的な農業資源の管理は、集落組織であるＡ町内会とＡ生産組合により実
施されている。このため、幹線排水路・揚水ポンプなどの、集落で共同利用する地域
農業資源の運営・管理は集落組織が担当しており、Ｃ法人、農家Ｄなどの大規模経営
体に特別な負担を求めていない。つまり、Ｃ法人、農家Ｄといった大規模経営体は、
集落組織による地域農業資源の管理活動の受益者であり、農業経営における地域農業
資源の管理負担を軽減されているのである。しかし、各圃場に接している末端水利、
末端農道などの管理は耕作者（経営体）の役割となっており、Ａ集落で高い農地の
シェアを持つ大規模経営体は、Ａ集落の地域農業資源の管理において大きな負担を
担っている。
このように、Ａ集落では、地域農業資源の管理機能についての役割分担がなされて
おり、大規模経営体は地域農業資源の管理における負担の軽減を受けている。
しかし課題もある。現在、Ａ集落では、農地所有戸の全戸が参加している生産組合
による地域農業資源の管理がなされているが、今後、農地所有している各家庭におい
て世代交代が進み、農地への関心を持たない世代が中心となったとき、生産組合の機
能が維持できるかという懸念だ。現在の集落による主要な地域農業資源の管理機能
を、その時点でどのように維持するかが今後の課題である。

参考文献
〔1〕細山隆夫『農地賃貸借進展の地域差と大規模借地経営の展開』農林統計協会、2004年
〔2〕細山隆夫「農地利用の変化と担い手の実態」『日本の農業──2005年農業センサス分析──』農林統
計協会、2008年、87～134ページ
〔3〕農林水産省大臣官房政策課総務班『経営所得安定対策等大綱 平成17年10月』農林水産省HP：
http://www.maff.go.jp/j/syotoku_Ａntei/pdf/Ａntei_tＡisＡku.pdf
〔4〕農林水産省農村振興局整備部農地資源課農地・水・環境保全対策室『農地・水管理支払交付金実
施要綱 平成23年4月1日 農林水産次官依命通知』 農林水産省HP：http://www.maff.go.jp/j/nousin/k
Ａnkyo/nouti_mizu/pdf/jissiyoko2.pdf
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新自由主義と農業協同組合
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柳 京熙 （ユウ・キョンヒ）
韓国農協経済研究所 首席研究員 李 仁雨（イ・ジンウ）
（社）ＪＣ総研 基礎研究部長 主席研究員 吉田 成雄（よしだ しげお）

酪農学園大学 酪農学部食品流通学科 准教授

１．新自由主義時代と国際金融資本
協同組合とりわけ農業協同組合は、組織の理念やその使命から当然、組織運営や経
営意思決定といったガバナンスの側面などで、一般企業とは異なるさまざまな制約条
件がある。しかしそのことが協同組合への無理解から批判の対象となることがあった
としても、歴史的に見て１つの組織形態として非常に優れた実績を伴いつつ、その存
在意義を実証してきた。すなわち一般の企業との競合のなかでも、農業協同組合に対
する社会的要請（農業者の経済的社会的地位向上と食料供給）に応えるなかで、一定
の政策的支援も受けつつ強固な組織を構築し、生産（生活）
・販売（購買）
・信用・共
済の事業を兼営する総合ＪＡ組織として、農業と地域を支える社会的基盤となってい
るといえよう。
しかし、農業協同組合に課されたさまざまな制約条件と政策的支援とはいわば車の
両輪として運用されてきた面があり、しばしばそのバランスが農業協同組合陣営に有
利または不利に変化する場合がある。近年では、政策的支援が薄れるなかで、むしろ
制約条件のみが厳しく問われるようになりつつあるといえよう。
本稿では 1980 年代以後、すなわち、国際金融資本が世界経済を席巻するように
なったいわゆる「新自由主義」時代の地域、農業、農業協同組合を取り巻く環境の変
化について注目し、その変化がいかなる性格を持つものであるかについて考察を始め
ることとしたい。そのために、まず「新自由主義」と呼ばれる世界経済の支配的思潮
と、そのもとでの秩序が現代市場経済にどのような影響を与えているかについて明ら
かにしたい。
１）新自由主義の系譜
それではまず「新自由主義（Neoliberalism）
」という用語の定義的な考察を行いたい。
新自由主義という用語は近年では「グローバリゼーション
（Globalization）
」という意
味で使用される場合があるが、正確に経済思想史の学問的系譜に従うと、1800 年代の
重商主義政策の弊害を指摘し、市場経済の優秀性を強調した「古典的自由主義（Old
liberalism）
」に端を発している。
その後 1929 年に起きた世界大恐慌を克服するなかで、国際貿易における自由主義
経済（自由貿易の促進）と１国内の福祉国家（大きな政府）の実現という一見矛盾し
たような経済思想を実現しようとした試みがあった。それが、
「埋め込まれた自由主
義（Embedded liberalism）
」と呼ばれ、1970 年まで現実の政治・経済に大きな影響力
注１）アメリカの経済学
者トリフィンの造語で、
景気が停滞しているにも
かかわらず、物価の上昇
が進行する現象をいう。
stagnation（ 停 滞 ） ＋
inflation（インフレ）

を持っていた。この経済思想とそれに基づく理論のなかで最も経済学者に影響を与
え、先進国の政治・経済政策に影響力を持ったのがケインズ主義である。
しかしこの経済思想を実現するためには、経済政策に及ぼす政治的影響の排除困難
性などがあり、どうしても慢性的な財政赤字とインフレーションが付きまとうことに
注１）
が生じるなど長らく先進諸
なる。さらに不況下においてさえスタグフレーション
国を苦しめた。これはドルという基軸通貨を持つアメリカにおいて特にひどく、極め
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て巨額の財政赤字が経常収支赤字を引き起こし「双子の赤字」と呼ばれた。
1981 年にロナルド・レーガンがアメリカ大統領に就任し、既存の経済政策との決別
を告げた。それが市場中心の経済政策（レーガノミックス）であり、
「古典的自由主
義」の新たな復活という側面から「新自由主義」と呼ばれる経済思想であった。その
後、市場中心の経済政策は、大きな政府から小さな政府への政策転換の理論的バック
ボーンとして、先進諸国の重要な政治・経済政策の決定において大きな影響を与える
ようになり、急速に全世界に広がった。その結果、ケインズ主義はすっかり影をひそ
めることとなった。
２）国際金融資本と新自由主義
「新自由主義」の特徴は、
「古典的自由主義」時代や「埋め込まれた自由主義」時代
とは異なり、国際金融資本が世界経済秩序の主軸を形成していることである。それ
は、１国の国内政策そのものが国際金融資本の大きな影響のもとに抑えられることを
しゅう れ ん

意味し、国内における経済政策は通貨政策に大きく収斂されるような単調な政策の実
現でしかないことであるとともに、資本の価値増殖過程が金融資本のグローバルマ
ネー・コントロールによって完全に主導されていることを意味する。 国際金融資本に
よって世界経済秩序が変化し、１国の政策主権が萎縮させられ、いわゆるグローバル
スタンダード受け入れやそれとの国内政策の調和が必要とされるなかで、国内の市場
といえども大きな影響を受けざるを得ない。国民経済や産業構造自体が大きく変動
し、それによって地域経済も、農業構造（農家経済）も、さらに協同組合などの極め
てドメスティックな組織すらもが連鎖的に影響を受けることとなった。
「新自由主義」時代の到来を歴史的に概観すると、その背景には国際基軸通貨であ
るドルを動かす力を持った国際金融資本の登場がある。それを可能としたのは、1971
年８月に起きたニクソン・ショック（アメリカによるドルと金との交換停止）によっ
て、それまで固定相場制を支えてきたブレトンウッズ体制が崩壊し、1973 年には各国
が外国為替を固定相場制から変動為替相場制へ転換し、世界通貨体制に構造変動が生
じたことである。これは歴史的にも極めて大きな転換点であった。
だ かん

アメリカは、金とドルの義務的交換（兌換）の負担から外れたものの、なお基軸通
貨国として新たな地位を確保した。 地球上でアメリカだけが外国通貨や金の保有の裏
付けがなくても国際決済通貨であるドルを発行できる国となったのである。言い換え
れば、アメリカを除くすべての国が自国通貨の為替相場の安定を脅かす事態から自国
通貨を防御するためにアメリカ通貨を保有し続けなければならないことを意味する。
こうして新たな世界通貨体制が始まるとともに、世界経済そのものがアメリカ経済
の購買力や景気変動に左右されつつも一層緊密に統合されたことを意味する。
1973 年 10 月の第４次中東戦争とともに生じた第１次オイルショックが発生する以
前にも、アメリカドルを最も多く保有する国は、全世界へ原油を供給して代金をドル
で受け取っていた中東の産油国であった。産油国の多くは巨額のいわゆる「オイルマ
ネー」をアメリカではなく、ヨーロッパの金融市場で運用していた。しかし中東の産
油国は、アメリカの財政赤字と貿易赤字が増えるにつれヨーロッパ金融市場でのドル
（ユーロダラー）相場が下落し、運用する資産の価値が為替変動により大幅に減価す
ばん かい

ることを目の当たりにしたのである。これを挽回するために、中東産油国が原油価格
を急激に引き上げたのが、1973 ～ 74 年に起きた第１次オイルショックであった。
オイルショックを宗教的な民族主義の観点から解明しようとする試みもあるが、経
済的な側面から見れば、第 1 次オイルショックは、ブレトンウッズ体制の崩壊以後、
新たに始まった基軸通貨ドルを中心とした変動為替相場制の内包していた矛盾が一気
に噴出したものといえる。第 1 次オイルショック以後、世界各国の政府と産業資本
は、変動為替相場制に適応するために新しい資本の蓄積体制を整備した。それは自国
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内産業の一部を途上国に移転し、それらの国の安い労働力を使って利潤を確保すると
いう体制（新国際分業）として現れた。しかしこうした国際分業体制の構築にも限界
が生じていた。そして 1979 年に再び劇的な転換点を迎えることになった。
1978 年に中東産油国は、再び原油価格を引き上げ、第２次オイルショックが発生し
た。その背景には、依然として一向に改善が見られないアメリカ経済への反発もあっ
た。アメリカは 1970 年代を通じてインフレーションとドルの価値下落の苦しみから
脱することができなくなっていた。第２次オイルショックはアメリカ経済にさらに大
きな打撃を与え、インフレーションはますます深刻化し、ドルの価値はさらに下落し
た。また産業資本は、工場の海外移転をさらに進める一方、金融資本はインフレー
ション抑制対策として、金利引き上げと金融自由化を強く求めた。この結果、金融資
本市場では、アメリカドルへの信任度が急墜した。こうしたなかアメリカのジミー・
カーター政権は 1979 年にポール・ボルカーを連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長に
任命した。ボルカーはドルの信任を回復するために金利を大幅に引き上げるととも
に、ケインズ主義の通貨政策との決別を告げ、通貨主義的緊縮政策を展開することで
アメリカの経済を急転換させた。また、以前から金融資本が要望していた資本移動に
対する規制を撤廃することでドルの信任の回復に努めた。
国際金融資本市場におけるドルの信任度を回復するための、アメリカ政府の高金利
政策と通貨主義的緊縮政策の実施は、結果的にアメリカ経済と緊密に連動することと
なった世界経済を大きく動揺させた。
まずドルの流動性不足が生じた。このためアメリカの金融資本市場でドルを調達し
第３国に投資していた投資家は、急激に高まった金利負担を減らすため、債務国から
投資資金を回収する行動に走った。その結果、外国債（外債）を発行し資本を調達し
てきた債務国では、返済のためのドルを調達せざるを得ず、自国通貨のドルに対する
為替相場が下落することになり、ドル建ての債券償還負担金額が急増した。1982 年に
はメキシコに続きアルゼンチンとブラジル、ベネズエラなどの南米諸国が外債危機に
陥り、ポーランドと旧ユーゴスラビア、ルーマニアなど東ヨーロッパ諸国もそれに続
いて外債危機に陥った。
国際金融資本市場において世界の基軸通貨であるドルの為替相場が決定されるた
め、変動相場制を採用している多くの国では為替レートの不安定性を経験することと
なった。こうしたなかで、1979 年にイギリス、1981 年にアメリカ、1984 年にフランス、
1980 年代半ばに旧西ドイツと日本、1989 年にＯＥＣＤ加盟国が短期資本市場を含む
すべての金融資本市場の自由化に合意した。
国際金融資本は、資本の自由な移動と価値増殖が保障される「新自由主義政策」を
求め、これを多くの先進国に受け入れさせた。その結果、1971 年以降、混乱し続けた
世界経済は国際金融資本による新たな秩序のもとに編制された。
この一連の国際金融資本の影響力の高まり――いわば表舞台への登場により、これ
までのように単なる経済思想（思潮）に同感し、実践する経済活動主体としてのレベ
ルにとどまらず、国際金融資本がグローバルで強力な規範体系を確立する形態まで発
展していくこととなった。具体的には、主要国で資本自由化政策を実施させたこと
で、資金を瞬時に集中させることができる一方、各国の金融監督当局の規制を緩和さ
せ、資産を簡単に流動化させられる商品販売を可能とした。また、資産の担保価値以
上の大規模な借入金を活用し、資産を流動化することで、既存の１国では対抗できな
いほどの資金動員能力を保有することができたのである。
これで国際金融資本は世界経済にますます大きな影響と威力を発揮することとなり
強力な資金流動性基盤を背景に、ＩＭＦの「構造調整プログラム（ＳＡＰ）
」を通じ
て債務危機に陥った旧ソ連、東ヨーロッパ、第３世界の新生民主国、南米、アフリ
カ、アジア諸国において、短期間での経済安定化を支援するという名目のもと、これ
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らの国が蓄積してきた資本を安値で買い取る仕組みを構築させた。またすべての産業
部門で中核となる事業部門を買い取り、リストラクチャリング（構造調整）により資
産価値を高めた後に株式市場で資産を流動化させ、さらに資産価値を増殖するという
手法を確立させた。
こうした状況のもとでは、各国政府は国民主権の代表機関という役割や機能を果た
すことが極めて困難になっている。とりわけ新興国などは国際金融資本の撤収を懸念
するだけの単なる財政機関となり、政府そのものが「国際金融機関」の末端組織とし
ての役割にまで転落したとの批判がなされている。
以上のような歴史的経緯を経て、ここでは十分に見ることはできなかったが、
「新
自由主義」に基づくグローバル化の流れのなかで、今日では、各国の経済・産業・流
通が国際金融資本によって徹底的に編制されることとなったといえよう。

２．新自由主義時代と農業
「新自由主義」時代に入り、国際金融資本は新たな利潤確保のため、農業部門にも
進出してきた。その影響は、農業部門における単なる生産構造の変化だけではなく、
それ以上の大きな変化をもたらした。つまり、既存の産業資本が農業内部で自らが
「市場編制」
（例えば１国内で説明すると、量販店の進出による農業生産の囲い込みや
原料確保のために、量販店主導で生産構造を変えていく様相が、ここでいう市場編制
に当たる）を通して自分に有利な方向で取引を進めているような調整ではなく、農業
部門に進出した産業資本それ自体を国際金融資本が「編制」するに至っているのであ
る。1980 年代以後の研究においては、国内市場における資本対農業の関係だけに焦点
を絞った分析が進められてきたが、資本そのものの正確な解明なしに、資本が農業に
及ぼす影響のみでの研究のアプローチ方法では、現代社会の農業・農村・農業者が直
面している対立構図を明確に把握することはできなかった。
こうした問題意識は、産業資本と国際金融資本の価値増殖メカニズムの差を明らか
にすることで、部分的ではあっても解消できると思われるが、それはまた今後の研究
の大きな課題でもある。
ここでは、まず産業資本による「市場編制」と国際金融資本による「編制」との差
について考察を行いたい。
「産業資本による市場編制」の特徴を見ると、産業資本は農産物の生産・流通構造
を分割し、分割された領域においてまず技術的に標準化させることで、農産物の生
産・流通構造において統制権限を高めようとする。産業資本は、原料加工→農業資材
加工の段階に該当する種子、種畜、農業機械、肥料、農薬、飼料部門を対象とする育
種技術開発、植物品種保護法の制定、化学肥料、農業機械、遺伝子組み換え農産物
（ＧＭＯ）の開発などの過程を通じて、当該段階の技術的な不確実性を減らす一方
で、大規模農企業を該当段階に進出させることで、農業生産段階を支配するように
なった。
注２）Market failure：
独 占や寡 占、 不 完 全 競
争、情報の非対称性の存
在などにより市場メカニ
ズムが働いたとしても、
市場の力では効率的な資
源配分（パレート最適）
を実現できない状況を、
経 済 学では「 市 場の失
敗」と呼んでいる

産業資本の農業部門への進出が農家経済に及ぼした結果は、地域と資本の蓄積程度
注２）
の
によって若干の差はあるものの、農民が直面してきた伝統的な「市場の失敗」
領域である「農業資材小売り→農業生産→食品加工」の市場失敗領域を後方（原材料
生産→原料・加工→農業資材加工）または前方（食品加工→食品卸売り→食品小売り
／食品・サービス業）
（図参照）へとさらに拡張した。本来、農民と農民の人的結合
体である農業協同組合は、こうした資本主義の発展過程のなかで必ず生じることとな
る市場の失敗を補う存在としての役割があり、それは歴史的使命であったといえよ
う。とはいえ、現代的な「市場失敗領域」が拡張された結果、その対応能力に限界が
あることは明らかである。
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それは先述したとおり、新自由主義 【 図 】 現 代 社 会 に お け る 市 場 失 敗 領 域の拡張
的なグローバリゼーションの流れのな
かで国際金融資本の影響力が強まって

原材料生産

役割（市場の失敗の是正）が非常に制

拡張された市場失敗領域

きたのに対し、１国の内部での政府の
原料・加工

約されてきていることがその背景にあ
る。
他方、
「国際金融資本による編制」

農業資材加工

は間接的ではあるが、さらなる利潤追
農業資材小売り

を越えて農産物の生産・流通構造に進
入してくる。その手段は、世界的農産
物の生産・流通構造において支配的地

農業生産

配・掌握するものである。

拡張された市場失敗領域

位を強化してきた既存の産業資本を支

伝統的市場失敗領域

求のためにあらゆる手段を用いて国境

食品加工

この方法は、
「新自由主義」時代に
入って急速に進んだ国際金融資本市場
の自由化に伴い各国内の金融規制が緩

食品卸売り

和されるようになったことを契機に、
金融工学を駆使したデリバティブ（金
融派生商品）などさまざまな金融商品

食品・サービス業
（食堂・病院・学校）

食品小売り

を用いて全世界の資産市場での資産価
値の変動性を極大化していくことで可

消費者

能になった。例えば、ヘッジファンド
（Hedge Fund）
、 プライベート・エクイ
ティー・ファンド
（Private Equity Fund）
、
不動産投資信託
（REIT：Real Estate Investment
Trust）などがより一層大きな規模で広範に行われている。
このような極めて大きな規模と額の投機資金は全世界の資産市場を攻略し、各国の
産業構造と流通構造に破壊的とすらいえるような影響を与える事態を招いてきた。
ヘッジファンドなどは、調達金利が高い短期投資資金を動員し、攻略対象となる企
業を資産価値だけで評価する形で次々に買収していった。具体的には、短期の高金利
資金を途方もない規模でかき集めた後、攻撃的なＭ＆Ａ（企業の合併・買収）を仕掛
け、流動性不足に陥った企業の経営権を譲渡させたのち、調達金利以上の収益が創出
されるように再び売却するなどの方法で莫大な利益を得てきた。企業として本来目指
すべき、安定的収益性の確保や長期的成長とはまったく懸け離れた行動であるが、こ
れがまさに国際金融資本の行動様式ともいえよう。
農業生産にかかわる原料、資材、卸売り（貿易）
、加工、小売りの各部門において
も、先物市場を通じてヘッジファンドの投資対象となるものがあるとともに、資材や
加工の部門では農業化学、種子、製薬、生命工学関連の多国籍企業によって次々と合
併・買収の対象となった。また、小売り部門においても投資会社への経営権の譲渡や
売却の対象となった。 この過程で、既存の農産物の生産・流通構造の枠組みを前提と
して進出していた農業関連産業企業は、さらに大きな農業関連産業金融複合企業へと
進化していったのである（特に種苗・農薬・肥料関連の多国籍企業が顕著であった）
。
その結果、
「新自由主義」時代における農産物の生産・流通構造は、世界的な規模
で独占市場化しつつ、本来、農業生産物から派生するあらゆる価値を生み出すために
営為する「人類」に代わり、商品市場など資産市場における相場の投機的変動を利用
して利益を生み出す一部の多国籍企業の利潤追求の対象となった。また、その利潤追
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求の動機や行動様式が、既存の農産物や食品流通で構築されてきたバリューチェーン
（価値連鎖）にせよサプライチェーン（供給連鎖）にせよ、長期的により良い条件で
供給と需要が最適にマッチングできる状況をつくり出すためではなく、短期的な利潤
確保のみが優先するようになった。これによって、正常な企業活動や需要側の要請と
は別の、本来あるべき論理とは大きく懸け離れた形で、市場の失敗の領域が大きく広
がる結果となった。しかしそれは単に市場の失敗の領域拡大の問題ではなく、その歴
史的性格が既存の資本主義の発展レベル（価値増殖）とは質的に大きく変わっている
ことに注目する必要がある。

３．新自由主義時代と地域・農業協同組合
新自由主義時代の国際金融資本は金融資本市場の自由化を促し、さらに金融資本市
場の自由化は資産価値の変動性を拡大させた。 資産価値の変動性が拡大されると、資
産保有階層は、自分たちが保有している資産の相対的価値を極大化させながら下落幅
を最小限に抑えるため、すべての資産の流動化（債権の証券化など）を推し進めた。
その結果、流動化されて集められた資産（証券化された債権など）はさまざまな
ルートを通じて農業部門すらも投機対象に巻き込み、時に破壊的な影響を及ぼした。
農業を通じて経済的価値を創出する源泉である、高齢化農村（地域）
、農業基盤施
設、さらには農家人口といった農産物の生産・流通構造のすべてが投資の対象と見な
され、それらがデリバティブ取引の場としての資産市場によって相対的価値も急激に
変動させられることとなった。
現代社会において、農業生産を含め地域経済疲弊化の背景に、このような新自由主
義時代の資産市場における相対的価値の変動性の拡大が少なからぬ影響を与えている
ことに注意を向ける必要がある。
そこでまず、地域経済が低迷するメカニズムを事例から見てみよう。
2005 年 5 月フィンランドのトゥルク（Turku）ではリーフ（Leaf）製菓工場が閉鎖
された。この工場を持つ会社は 1999 年、フタマキ（Huhtamaki）社がグローバルな包
装専門会社へ切り替わるときにオランダの総合食品大手ＣＳＭ（オランダ中央精糖）
に売却され、その後の 2005 年３月に２つの投資会社であるノルディック・キャピタ
ル（Nordic Capital）社とＣＶＣキャピタル・パートナーズ（CVC Capital Partners）
社に再び売却された。その直後、この会社は工場閉鎖を発表し、労働者 460 人を解雇
した。しかし、この会社の閉鎖をめぐっては、会社の生産性と収益率には何ら問題が
無くむしろ高い水準を維持していたにもかかわらず、工場の閉鎖が決定されたことで
大きな社会問題となった。この決定は、新たな経営権を持つノルディック・キャピタ
ル社とＣＶＣ キャピタル・パートナーズ社の資産の単なる分散投資（ポートフォリオ
の調整）の決定によるものにすぎなかったのである。ノルディック・キャピタル社
は、15 億ユーロの資産でバイオ技術、有料テレビ、製薬、家具、３つの食品会社など
21 の会社に投資した。 そして 1990 年以降 25 社の売却を繰り返してきた。ＣＶＣ キャ
ピタル・パートナーズ社は、1981 年から 220 の会社の経営権を取得した後にそれらの
会社を処分しており、当時は７つの食品会社を含む 38 の会社を保有していた。この２
つの投資会社の投資原則は、生産性と収益率が高い資産であってもその会社が所定の
価値実現（利潤追求）が見込めないと、工場を閉鎖するという極端な方法はもちろん
のこと、 最 終 的にはほかの事 業や業 態に変 更し売 却することもしばしばであった
（Rossman, P. and Greenfield, G.〈2006〉
,‘Financialization : New routes to profit, new
challenges for trade unions’Labour Education, the quarterly review of the ILO Bureau
for Workers' Activities: No.142）
。
これは、単に資産市場の論理によって農業・食品企業が生産する食品の供給体系が
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わ い きょく

歪曲され、さらに地域経済も低迷した典型的な事例である。
また、食品市場の規模が拡大されることによって、地域経済と農業が低迷するケー
スもある。食品製造業者が原料農産物から特定の食品成分を抽出して商品化する場
合、食品市場の規模は原料農産物の市場規模と比べて非常に大きい規模へ拡大する。
しかし、食品製造業者が購入する原料農産物の物量は、利潤極大化原理に従い限界収
益（ＭＲ）と限界費用（ＭＣ）が一致する価格を満たすレベルでとどまることにな
る。これによってこの物量を超過した原料農産物の生産地と生産農家は、価値が低下
した農産物を生産する産地と生産者となり、農家は生産の中止にまで追い込まれるこ
とになる。原料農産物を海外から購入する場合は最も深刻で、食品製造業者の技術力
の格差と原料購入先の変更によって地域経済と農業の競争力が共に低下することもし
ばしばある。ＦＴＡ（自由貿易協定）やＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）は
まさにこのような構図を地球規模で行おうとする試みである。
次に、農業関連産業企業が農業関連産業金融複合企業へ転換される場合にも地域経
済と農業はその衝撃を避けられない。イギリスでは量販大手のテスコ（Tesco）社と
セインズバリー（Sainsbury）社が、王立スコットランド銀行（Royal Bank of Scotland
〈RBS〉
） とハ リ フ ァ ッ ク ス・ バ ン ク・ オ ブ・ ス コ ッ ト ラ ン ド（Halifax Bank of
Scotland〈HBS〉
）との共同持ち株会社であるＨＢＯＳ（ロイドグループ傘下のイギリ
ス・金融保険グループ）を通じて、新たに銀行を設立した。
その後、2008 年後半の金融危機が到来したときに、テスコ社はＲＢＳの持ち分を安
値で買い取った。これにより、テスコ社は量販店内で銀行業を営めるようになる一
方、供給業者に対しては代金の決済期限（サイト）を延長した。その結果、物品の引
き渡しと代金支払いの間の期間が 1998 年の 20 ～ 30 日から 2008 年には 88 日へ延びた。
2006 ～ 2007 年にテスコ社は 470 億ポンドの売上高を上げ、25 億ポンドの収益を記録
した。と同時に 88 日の代金後払い制を適用したため、テスコ社が運用できる資金の規
模も 154 億ポンドへ増えた。これを企業の内部銀行において名目金利５％で運用し、
２億 9500 万ポンドの所得が発生した。この会社が世界各国で運営している支店の運
用資金を加えればその収益規模はさらに増大する。
テスコ社は不動産の開発ファンドも運営し、営業外収益を高める一方、競争相手企
業に比べて低い価格で消費者に農産物を提供しているが、そのツケは結局農産物価格
を全般的に引き下げさせる結果をもたらした。供給業者は決済期間の延長に伴う増加
資金コストの圧迫を農業生産者に転嫁して農産物出荷価格を引き下げることとなり、
結局は農業生産者の納入価格の引き下げにつながった。さらに、テスコ社は豊富な営
業外収益を使い、海外の原料農産物を直接調達することで農産物価格がさらに引き下
げられた。
その結果、農産物のサプライチェーンとバリューチェーンがかく乱され、農業経営
収益を圧迫する価格引き下げの負担に耐えられない限界生産農家が増加するようにな
り、その結果、地域経済と農業、また農業の協同組織が共に疲弊していくという結果
を招いた。
また、ヘッジファンドや穀物メジャー企業も原料穀物市場の占有率を高めるように
なり、原油、肥料、飼料用穀物、食用穀物価格が現物需給とは無関係に商品先物市場
と連動され、価格が急騰・急落する現象が現れた。その結果、経営費上昇の圧迫に耐
えられない農業経営が続出した。しかしこれは農産物の生産・流通構造の不完全性に
よるものではなく、資産市場の変動性に起因するものなのである。

４．新自由主義における地域農業と農業協同組合の対応戦略
現代社会における地域経済と農業の疲弊を引き起こすメカニズムについて考察して
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きたが、ここでは今後、国際金融資本などの市場支配がますます強まっていくと考え
られる政治・経済体制における対応戦略について若干の考察を行いたい。
そのためには、まず国家または市民社会レベルでの対応戦略、地域または農家レベ
ルでの対応戦略を、マクロ（巨視）またはミクロ（微視）レベルで行われている最近
の戦略から概観しておこう。
マクロレベルにおける国家または市民社会での対応戦略としては、農業・農村の価
値に対する国民の認識の転換、安全で持続可能な食べ物の生産・消費システムの構
築、農村社会の内発的発展戦略と主体形成の必要性が強調されている。政府は、農産
物の市場開放下においても競争力を維持できる大規模の「専業」農業経営体を育成
し、これらのために農産物流通システムを現代化するとともに、その流通システムを
卸売市場と食品産業に結び付ける方向で政策を展開している。
次に、ミクロレベルにおける地域農業の組織化戦略についてもさまざまな提案がな
されている。日本の農業を見ると、昨今の農業問題が小農の生産構造と生産力にある
とし、その矛盾の解決策を地域単位の組織化を通じて行おうとしている。
「専業」農
業経営体育成の政策対象にならない個別農家の発展を度外視したまま、商品化を通じ
て地域農業の発展を推進するのではなく、個別農家自らが経営の限界を克服するため
に地域農業を組織化し、発展を追求すべきであると主張している。しかし、地域と農
業の疲弊化の原因が新自由主義時代の資本の価値増殖メカニズムにあると仮定すれ
ば、現在の地域農業の組織化戦略がそのようなメカニズムに対応できるレベルの戦略
性を持っているとは到底いえないだろう。また農業協同組合においても経営環境が悪
化するなかで自らの組織・経営を維持するだけでも限界感を強く抱いているのではな
かろうか。
このような状況では、既存の農業・農村発展戦略と地域農業の組織化戦略は、新自
由主義時代に合わせた新たな戦略の革新が必要ということになる。現代社会における
資本の価値増殖メカニズムの構造変化に、既存の戦略では対抗できないからである。
つまり既存の農産物生産・流通システムの内部で限られた価値を獲得するための競
争関係に問題があるのではなく、昨今の農業問題の根本には、先に見たとおり資産市
場（金融や商品）の極端な変動性から派生する影響が増大してきたことが重要な示唆
点である。
地域の資源に内在している価値に注目し、農産物のブランド化を通じて商品の差別
化を図ったとしても、原料・資材調達の段階や販売段階の市場において独占や寡占が
進んでいれば、価値実現はなかなか難しい。農業協同組合は農業生産者の人的結合組
織であるとともに共同の資産の結合体でもあるので、地域と農業の疲弊が進展すれば
農業生産者の資産も相対的価値が減少し、当然、農業協同組合の資産も同時に減少し
てしまう。
仮に事態がこうなってしまうと、地域、農業、農業協同組合はますます疲弊が進
み、農業協同組合はその歴史的使命を終了し、舞台から身を引くことになりかねな
けんいん
い。今後、地域と農業を牽引し、活力を取り戻していくために、農業協同組合が必要
である以上、そのために農業協同組合自らが資本を蓄積し、会社化していくことも１
つの議論の対象にはなるかもしれない。だが他方では、地域と農業にこだわり、そう
した道とはまったく違う別の方策を自らの戦略として選択することも可能であろう。
いずれにせよ、これまで考察した内容に即して冷静に判断するならば、前者の道に
は成功の可能性がほとんど無いと考えるべきである。結局、後者の道を選ぶ選択肢の
みが残されている。これに集中して選択を行い新たな事態への対応戦略を立案すべき
なのである。これについては今年刊行を予定している『地域総合センターとしての韓
国農協』
（仮題）において、より深い考察を行いたい。

JC 総研レポート／ 2011 ／夏／第 18 号

《研究ノート》新自由主義と農業協同組合 37

報

告

＞＞＞＞＞＞＞ ＞

ＪＡトップアンケートに見る
准組合員の現状と課題

（社）Ｊ C 総研 基礎研究部 主任研究員

小林 元 （こばやし はじめ）

１．はじめに
日本農業の構造的変化、農村社会の変容が進むなかで、ＪＡの組合員の多様化、異
質化が指摘されて久しい。特に正組合員の減少と准組合員の増加により、ＪＡ全中の
調べによると 2010 年６月時点で、初めてＪＡの正・准組合員数が逆転している。組
合員の過半が非農業者となった今、あらためて「農業」協同組合としての目的や理念
が問われることになるであろう。また、過半を占める組合員の運営参画の権利が限定
されていることも、協同組合の理念や原則から考えれば議論が必要であろう。
当研究所ではＪＡの組合員の多様化、異質化の実態を踏まえ、ＪＡの組合員制度と
多様化した組合員によるＪＡのガバナンスを調査研究すべく「農協の組合員制度とガ
バナンスに関する研究会」
（主査：滋賀県立大学 増田佳昭教授）を設置した。2010 年
度は「准 組 合 員 」 に焦 点を当てて調 査 研 究を行 った。 本 稿では、 その一 環として
2010 年 11 月に実施した「准組合員に関するＪＡトップアンケート」の結果を紹介す
ることとしたい。
本アンケートは、全国の 716 ＪＡに調査票を配布し、准組合員への対応の実態、Ｊ
Ａトップの意向などを聞き、360 ＪＡから有効回答（有効回答率 50.3％）を得た。
准組合員問題は、法制度問題として論じられることが多い。しかし、本アンケート
の狙いは、こうした視点よりも、それぞれのＪＡが制度の枠組みのなかで准組合員を
どう位置付け、どうかかわろうとしているのかを探り、ＪＡの具体的、実践的問題と
しての「准組合員問題」を把握して、今後の方向を考えることにある。それぞれのＪ
Ａが准組合員問題を主体的に考えるに当たって、本アンケート結果を参考にしていた
だければと思う。

２．准組合員の現状とＪＡの取り組み
（１）増加する准組合員
図１は、組合員資格別に見た組合員の増減率別のＪＡ数の割合を示している。正組

【図１】組合員資格別に見た増減率別のＪＡの割合
正組合員 5.6

24.3

57.6

1.2
9.8
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准組合員
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0.6
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0

36.9
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合員は 87.5％のＪＡで減少傾向にあり、准組合員は 87.9％のＪＡで増加傾向にある。
（２）准組合員の増加理由
図２は、准組合員の増加理由（複数回答）である。最も多い増加理由は、
「ローン
利用者が准組合員になるから」
（ｎ＝ 322）であった。次いで、
「貯金利用者が准組合
員になるから」
（ｎ＝ 191）で、信用事業を契機とする准組合員加入が多いことが分
かった。また、
「准組合員の加入促進に取り組んでいるから」
（ｎ＝ 174）
、
「正組合員
資格を失った者が准組合員になるから」
（ｎ＝ 146）
、
「正組合員の家族が准組合員に
なるから」
（ｎ＝ 109）といった組合員加入促進の取り組みなどが、准組合員の増加
要因として挙げられている。
【図２】准組合員の増加理由（複数回答）

（単位：回答数）
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（３）准組合員加入の取り組み状況
図３は、准組合員の加入促進の取り組みを、８つの設問に、
「はい」もしくは「い
ローン利用者が准組合員になるから

いえ」で回答したＪＡの割合を表している。組合員加入促進は、80.4％のＪＡで取り
貯金利用者が准組合員になるから
准組合員の加入促進に取り組んでいるから
組まれている。しかし、組合員加入促進要領を定めているＪＡは
22.2％にとどまっ

正組合員資格を失った者が准組合員になるから
た。また、准組合員の加入促進に積極的に取り組むＪＡは
62.5％であった。しかし、

共済利用者が准組合員になるから
正組合員の家族が准組合員になるから
ＳＳ・ガス事業の利用者が准組合員になるから
その他生活購買事業の利用者が准組合員になるから
【図３】組合員加入促進の取り組み状況
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62.5
准組合員の加入促進に積極的に取り組んでいる
不明

准組合員加入の数値目標を定めたＪＡは 27.6％にとどまった。

68.1

事業推進時に准組合員への加入を勧めている

准組合員加入の数値目標を定めて加入促進に取り組んでいる
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（４）事業利用から見た准組合員
図４は、准組合員が利用する事業（複数回答）
、准組合員の事業利用で特に多い事
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10

【図４】准組合員の事業利用の実態

（単位：回答数）
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業（単回答）の複合表をグラフ化したものである。准組合員が利用する事業は、ロー
ン（ｎ＝ 309）
、貯金（ｎ＝ 301）
、共済（ｎ＝ 245）である。また、准組合員の事業利
用で特に多い事業は、貯金（ｎ＝ 104）
、ローン（ｎ＝ 101）である。すなわち、准組
ローンの利用者
合員の事業利用の実態は、金融事業、特に信用事業が中心である。また、総合的な事
貯金の利用者
業利用への広がりはあまり見られない。
共済の利用者

（５）総合ポイント制度の導入状況

Ａコープの利用者

図５は、総合ポイント制度の導入状況を表している。総合ポイント制度は第
25 回
ＳＳ・ガス事業の利用者

ＪＡ全国大会での決議にあるように、
「
『農』と『くらし』を起点とした准組合員の加
直売所の利用者

入促進」のなかで、
「ＪＡは、組合員メリットとして総合ポイント制度の導入をはか
その他生活購買事業の利用者

ります」として積極的に位置付けられている。
「総合ポイント制導入を準備中である」
福祉事業の利用者

とするＪＡは 111 ＪＡ、32.7％であった。
教育文化活動の参加者

【図５】総合ポイント制度の導入状況
その他
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D

総合ポイント制を導入する予定は無い
（n＝194）

200

３．准組合員に対するＪＡトップの意向
（１）准組合員に対する課題認識と対応方針
図６は、ＪＡ経営における准組合員の位置付けに対する回答を表している。これを
見ると、
「重要な経営課題」46.9％、
「重要性は高くないが対応は必要」48.0％と、対
総合ポイント制（全国総合ポイント）
を

独自の総合ポイント制を
応を必要とする回答は
94.9％を占めた。多くのＪＡで准組合員への対応の必要性が認
既に導入している
（n＝7）
既に導入している
（n＝27）
2.1%
識され、経営課題として共有されている。しかし、組合員加入促進の取り組みは全国
8.0%

的に広がりを見せているものの、図７のように対応方針を定めているＪＡは 96 ＪＡ、
27.1％と少ないことが実態である。准組合員対応にかかる経営課題としての重要性の
総合ポイント制を

総合ポイント制

無い
（n＝197）

である
（n＝111）

認識と、対応方針欠如のギャップは、本アンケートで判明した重要な事実といえるだ
導入する予定は
導入を準備中
57.2%

32.7%
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【図６】ＪＡ経営における准組合員の位置付け
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【図８】准組合員に関する問題認識の１位指摘率
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一つとして
経営課題としての
図８は、ＪＡトップが考える准組合員に関する問題のうち最も重要視する回答の指
位置づけた
重要性は相対的
上で対応している
には高くないが、
摘率（１位指摘率）を表している。ＪＡトップが最も重要と考える問題は、
「事業利
対応は必要である （n＝166）

用度の低さ」29.4％であった。次いで「地域農業への理解が十分ではない」23.0％で
（n＝170）
46.9%
あった。対して、
「准組合員のＪＡ運営への関心度の低さ」9.7％、
「准組合員がＪＡの
48.0%
准組合員の

准組合員がＪＡの

運営に強い関心を持つ」1.8％といったＪＡ運営に関する問題の指摘は相対的に少な
ＪＡの運営への
運営に強く関心を持つ
関心の度合いが
1.8%
かった。
低い

（２）准組合員への期待
9.7% 准組合員の
事業利用の
17.0%
度合いが低い
図９は、今後の准組合員への具体的な対応方針（複数回答）を表している。ＪＡ
准組合員のＪＡの
29.4%
活動への参加の
トップの多くが、准組合員の増加、事業の総合利用、活動を通じたＪＡの目的の理解
度合いが低い

などを望んでいることが分かった。他方で、ＪＡの運営への准組合員の意思反映には
19.1% 准組合員が
准組合員が増加し、 地域農業への
消極的であると考えられる。図
10 は、そのうち最も優先度の高い回答の指摘率（１
正・准組合員数が

理解が充分では

位指摘率）を表している。これによると、
「総合的な事業利用の推進」が 38.1％を占
逆転している
（逆転 ない
23.0%
する可能性がある）
め、次いで「ＪＡの目的などの理解」26.7％、
「地域住民の准組合員加入促進」21.9％
が続く。
「ＪＡの活動参加」のウエートは 11.4％と相対的に低下する。
図 11 は、准組合員への期待度のうち最も強く期待する項目を表している。ＪＡ
【図９】今後の准組合員への対応方針（複数回答）

（単位：回答数）
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【図 10】今後の准組合員への対応方針の１位指摘率
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【図 11】准組合員への期待度で最も強く期待する項目
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【図 12】准組合員への期待度
推進する
できるだけ多くの
（n＝134）
地域住民を
38.1% 44.2
准組合員とすべく
事業利用の量的拡大
加入を促進する
26.7%
（n＝77）
43.3
総合的な事業利用
ＪＡの事業活動内容を
出資金の増額（n＝6）
アピールし、
ＪＡの目的な
地域農業振興への
1.9%ど 26.7
出資金の増額 5.0（n＝94）
理解（n＝17）を理解してもらう
ＪＡの運営への参画

5.5%
ＪＡの目的への理解

49.0

（n＝2）
0.6%

6.8%

地域農業振興への理解

事業利用の
量的拡大0
（n＝113）

36.3%

21.0
57.3

20

40

ある程度期待

0.3

1.2

21.7
60

0.0

9.8

53.9

23.2
40.8%

大いに期待

19.0

56.9

ＪＡの目的への
28.8
ＪＡの運営への参画 4.2 総合的な事業利用
理解（n＝25）
（n＝127）
8.0%

0.0

9.7

62.1

21.0

ＪＡの活動への参加

7.4

58.7

19.0

ＪＡの活動への
参加（n＝21）

2.0

53.8

1.2

80

あまり期待しない

100
（％）
まったく期待しない

トップが准組合員に最も期待する項目は、
「総合的な事業利用」40.8％、次いで「事業
利用の量的拡大」36.3％であった。
図 12 は、准組合員への期待度を、各項目につき「大いに期待」
「ある程度期待」
「あまり期待しない」
「まったく期待しない」という意向別に表したものである。
「大
准組合員への対応は、特に必要性を感じない
（n＝3）

事業利用の量的拡大

いに期待」する項目は、
「事業利用の量的拡大」44.2％、
「総合的な事業利用」43.3％

ＪＡの運営について、准組合員の意思反映を図る
総合的な事業利用
が多かった。
次いで、
「地 域 農 業 振 興への理 解
」23.2 ％、
「Ｊ Ａの活 動への参 （n＝4）
加」

21.0％、
「ＪＡの目的への理解」19.0％が続き、事業利用に強い期待を持ちながらも、
各種のＪＡの活動（食農教育、教育文化活動等）
への参加を勧める
（n
出資金の増額
ＪＡの活動や地域農業振興への理解や共感を期待している様子が分かる。対して、
ＪＡの目的への理解

できるだけ多くの地域住民を准組合員とすべく加入を促進する
（n＝77

「出資金の増額」
「ＪＡの運営への参画」は、
「大いに期待」
「ある程度期待」を足して
ＪＡの活動への参加
も、それぞれ
31.7％、33.0％と少なかった。
ＪＡの運営への参画

（３）総合ポイント制度への期待

ＪＡの運営への参画（n＝2）
ＪＡの事業活動内容をアピール
し、
ＪＡの目的などを理解してもらう
（n＝
出資金の増額（n＝6） （n＝134）
総合的な事業利用を推進する

地域農業振興への理解

地域農業振興への理解（n＝17）
図 13 は、総合ポイント制度に対するＪＡトップの考えを聞いている。ここから、
0

20

40

60

80

100

多くのＪＡトップが、総合ポイント制度に何らかの有効性を感じており、期待してい
ＪＡの活動への参加（n＝21）
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【図 13】ＪＡトップが考える総合ポイント制度

E 1.2%
D 4.7%

F 1.2%
G 2.6%

C

10.8%

A

59.9%

B

19.8%

A

総合ポイント制度は、事業推進および、事業の総合利用拡大に有効である
（n＝206）

B

総合ポイント制度の有効性に疑問を感じており、当面導入の考えは無い
（n＝68）

C

総合ポイント制度は、准組合員の加入推進に有効である
（n＝37）

D

総合ポイント制度は、
ＪＡの各種活動への参加の拡大に有効である
（n＝16）

E

総合ポイント制度は、
ＪＡの目的理解などに有効である
（n＝4）

F

総合ポイント制度は、准組合員のＪＡ経営への参画の契機になる
（n＝4）

G

その他（n＝9）

ることが分かる。特に「事業推進および、事業の総合利用拡大に有効」は 206 ＪＡ、
59.9％を占めた。また、
「准組合員の加入推進に有効」は 37 ＪＡ、10.8％、
「各種活動
への参加の拡大に有効」は 16 ＪＡ、4.7％と、准組合員とＪＡの関係づくりとしても
期待していることが明らかとなった。
その他（n＝9）

ＪＡの目的理解などに

2.6%

有効である
（n＝4）1.2%

准組合員のＪＡ経営への
ＪＡの各種活動への
（４）准組合員の「参加」への意向

参画の契機になる
（n＝4）

参加の拡大に有効である
（n＝16）

1.2%
図 14 は、複数回答である准組合員の参加を期待するＪＡの活動と、単回答である

4.7%

准組合員の参加を最も期待するＪＡの活動の複合表をグラフ化したものである。
准組合員の

加入推進に
ＪＡトップが准組合員に最も参加を期待する活動は、
「食農教育」
（複数回答 290、
有効である
（n＝37）
事業推進および、

単回答 113）である。次いで「農業まつり」
（複数回答 216、単回答 46）
、
「教育文化活
10.8%
事業の

動」
（複数回答
55）である。
総合利用拡大に
有効性に疑問を 188、単回答
【図

有効である
感じており、当面
（n＝206）
導入の考えは
14】准組合員の参加を期待するＪＡの活動
無い
（n＝68）
59.9%

（単位：回答数）

19.8%

食農教育

290

113

農業まつり

216

46

教育文化活動

188

55

福祉活動

148

20

市民農園

142

23

女性大学

83

4

子育て支援

57

3

准組合員の参加を期待する活動（複数回答）
准組合員の参加を最も期待する活動（単回答）

5
4

その他
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300
総合ポイント制度は、准組合員のＪＡ経営への参画の契機になる
（n＝4）

総合ポイント制度は、
ＪＡの目的理解などに有効である
（n＝4）
図 15 は、ＪＡトップが期待する准組合員のＪＡ運営への参画を表している。ＪＡ

トップが期待する准組合員の運営参画は、
「准組合員が活動する場で意見を述べる」
その他（n＝9）
とする回答が 157 ＪＡで最も多く、45.2％を占めた。また、
「総会、総代会、事前説明

総合ポイント制度は、
ＪＡの各種活動への参加の拡大に有効である
（n＝16）

会等に出席し、ＪＡの運営について意見を述べる」と「地区選出の総代、役員等に対
食農教育

総合ポイント制度は、准組合員の加入推進に有効である
（n＝37）
して、ＪＡの運営について意見を述べる」という「運営」についての意見を期待する
農業まつり

ＪＡトップは総数で 38 ＪＡ、10.9％にとどまった。対して、
「准組合員が参加する活 （n＝68）
総合ポイント制度の有効性に疑問を感じており、当面導入の考えは無い
教育文化活動

動の場で、ＪＡの事業、活動等について意見を述べる」
「渉外担当者、窓口担当者に

総合ポイント制度は、事業推進および、事業の総合利用拡大に有効である
（n＝20
福祉活動
対して、ＪＡの事業、活動等について意見を述べる」
「アンケート回答等により、Ｊ

Ａの事業、活動等について意見を述べる」という「事業、活動等」について意見を述
市民農園
べることを期待するＪＡトップは
262 ＪＡ、75.5％を占めた。
女性大学

図 16 は、ＪＡトップが考える准組合員の運営参画への意欲を表している。
「参画
子育て支援
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【図 15】ＪＡトップが期待する准組合員のＪＡ運営への参画（単回答）
総会、総代会、事前説明会等に出席し、
ＪＡの運営について意見を述べる

（単 位 ： 回 答 数 ）

22

地区選出の総代、役員等に対して、
ＪＡの運営について意見を述べる

16

准組合員が参加する活動の場で、
ＪＡの事業、活動等について意見を述べる

157

渉外担当者、窓口担当者に対して、
ＪＡの事業、活動等について意見を述べる

59

アンケート回答等により、
ＪＡの事業、活動等について意見を述べる

46

准組合員のＪＡ運営参画を期待しない

41

その他
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【図 16】ＪＡトップが考える准組合員の運営参画への意欲

D 1.1%
6.2%

E
C

B

25.8%

0.3%

A

参画を望んでいる准組合員がいるかもしれないが、少数だと思う
（n＝238）

（n＝92）
B 参画を望んでいる准組合員はほとんどいないと思う
総会、総代会、事前説明会等に出席し、
ＪＡの運営について意見を述べる
A
C 分からない（n＝22）
地区選出の総代、役員等に対して、
66.7%
ＪＡの運営について意見を述べる
（n＝4）
D 多くの准組合員が参画を望んでいると思う
准組合員が参加する活動の場で、
ＪＡの事業、活動等について意見を述べる
E その他（n＝1）
渉外担当者、窓口担当者に対して、
ＪＡの事業、活動等について意見を述べる

アンケート回答等により、
【図 17】ＪＡトップが考える准組合員の運営参画の在り方

E

ＪＡの事業、活動等について意見を述べる
正組合員中心の運営とすべきであるが、部分的には
F 0.6%
その他
A 准組合員の参画も必要である
（n＝172）

2.8%

7.3%

参画してもらうべきであるが、議決権、選挙権等は
准組合員のＪＡ運営参画を期待しない
B 正組合員に限るべきである（n＝106）
C
0 すべきであ
20 り、
40
60
正組合員中心の運営と
A
11.5%
C 准組合員の参画は必要が無い（n＝41）
48.2%
多くの准組合員が
参画してもらうべきであり、一部議決権、選挙権等の
B
参画を望んでいる
と思う
（n＝4）
D 付与も検討するべきである（n＝26）
その他（n＝1）
29.7%
1.1%
参画してもらうべきであり、正・准組合員の
0.3%
E 区別撤廃が望ましい（n＝10）
分からない
（n＝22）

D

6.2%

F

80

100

120

その他（n＝2）

参画を望んで
いる准組合員は
参画を望んでいる
殆どいないと
准組合員がいるかも
思う
（n＝92）
しれないが、少数だと
を望んでいる准組合員は少数だと思う」は、238
ＪＡで 66.7％を占める。
「参画を望ん
思う
（n＝238）
25.8%
でいる准組合員はほとんどいないと思う」92
ＪＡを加えると、
92.4％のＪＡトップは、
66.7%
准組合員の運営参画の意欲は低いと見ている。図 17 は、ＪＡトップが考える准組合

参画してもらうべきであり、正・准組合員の区別撤廃が

員の運営参画の在り方を表している。
「正組合員中心の運営だが、部分的に准組合員

望ましい
（n＝10）2.8%

その他（n＝2） ＪＡで 48.2％を占める。これに「参画して
の参画も必要である」とするＪＡが、172
参画
してもらうべきであり、
0.6%
一部議決権、選挙権等の
もらうべきであるが、議決権、選挙権等は正組合員に限る」106
ＪＡ、29.7％を加え
付与も検討するべきである

ると、制限付きではあるが、何らかの形で准組合員の運営参画を必要と考えるＪＡは
（n＝26）
7.3%
77.9％を占める。
正組合員中心の運営と
すべきであり、准組合員
の参画は必要が無い
11.5%
（５）ＪＡの社会的役割
（n＝41）

正組合員中心の
運営とすべきで
あるが、部分的には
准組合員の参画も
参画してもらうべきであるが、 必要である
図 18 は、ＪＡトップが考えるＪＡの社会的役割を表している。
「地域農業の振興
議決権、選挙権等は （n＝172）

正組合員に限る 48.2%
を主とするが地域住民の暮らしの向上も目的とする協同組合」が
212 ＪＡ、59.7％で
べきである
（n＝106）

その他（n＝1）
あった。また、
「農業者の所得確保と地域農業の振興を主たる目的とする協同組合」
29.7%
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多くの准組合員が参画を望んでいると思う
（n＝4）
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分からない
（n＝22）

140

16

【図 18】ＪＡトップが考えるＪＡの社会的役割（単回答）
農業者の所得確保と地域農業の振興を
主たる目的とする協同組合

（単位：回答数）

100

地域農業の振興を主とするが地域住民の
暮らしの向上も目的とする協同組合

212

農業者に限らない地域住民の暮らしの
向上を主な目的とする協同組合

30

地域住民の金融面のニーズに
応えることを目的とする協同組合

1

元農家も含めた農家組合員の農業と
暮らしを支える協同組合

11

その他 1
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が 100 ＪＡ、28.2％、
「農業者に限らない地域住民の暮らしの向上を主な目的とする協
同組合」が
30 ＪＡ、8.5％であった。
農業者の所得確保と地域農業の振興を

主たる目的とする協同組合
地域農業の振興を主とするが地域住民の
暮らしの向上も目的とする協同組合
４．求められるＪＡの主体的な対応
農業者に限らない地域住民の暮らしの向上を
主な目的とする協同組合
ここまで、アンケートで得られた結果を用いて、ＪＡにおける准組合員の実態と、
地域住民の金融面のニーズに応えることを
目的とする協同組
ＪＡの准組合員の位置付けと対応を概観してきた。事業利用を契機として准組合員が
元農家も含めた農家組合員の農業と
暮らしを支える協同組合
増加しているなかで、准組合員対応の重要性を多くのＪＡが認識していることが明ら
その他

かになった。しかし、准組合員への対応方針を策定しているＪＡは相対的に少ないこ

0
50
100
150
200
とも明らかとなった。また、准組合員に対して、事業利用の増加、総合的な事業利用

を期待するのみではなく、地域農業への理解やＪＡ活動への参加など多様な期待があ
ることも重要な発見である。准組合員の運営への参画に対する期待は相対的に少な
く、事業・活動についての意見を聞くといった期待が多く見られた。
准組合員の増加、組合員構成の変化のもとで、ＪＡは具体的、実践的な准組合員へ
の対応が求められている。そしてそれぞれのＪＡに求められる具体的実践的対応は、
それぞれのＪＡによって異なると考えられる。ＪＡトップが考えるＪＡの社会的役
割、経営理念がＪＡによって異なっているのであるから、准組合員の位置付け、期
待、対応などに多様性が存在することは当然といえよう。
「農協の組合員制度とガバナンスに関する研究会」では、それぞれのＪＡに求めら
れる、准組合員に対する主体的な対応を「准組合員政策」と名付けた。それぞれのＪ
Ａは、自らの経営理念に沿った形での准組合員への対応方針の明確化、すなわち「准
組合員政策」の明確化を求められているのであり、准組合員の戦略的位置付け、ＪＡ
の理念や基本的運営方針を含めた総合的な方針化が期待されているのではないだろう
か。

JC 総研レポート／ 2011 ／夏／第 18 号

《報告》ＪＡトップアンケートに見る准組合員の現状と課題 45

250

買いだめに拍車をかける食材の買い置きの減少
━━畜産物等の消費行動に関する調査結果から

Ｗｅｂ調査

（社）ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

藤本 恭展（ふじもと やすひろ）

１．歴史的大震災と買いだめ行動の発生
2011 年３月 11 日、三陸沖を震源に国内観測史上最大規模の地震が発生し、これに
伴う津波や火災により多数の死傷者を出した。津波による大規模な破壊によりその後
の捜索は困難を極め、４月末現在、なお行方不明者が多数に上っている。この混乱に
福島第一原子力発電所の事故が拍車をかけ、物流網の寸断、燃料不足などにより東北
地方太平洋岸を中心に水や食品、生活資材の不足を招いた。
さらに、この食品などの不足は、東北地方を除く東日本、特に首都圏において「買
いだめ行動」となって現れ、スーパーやコンビニエンスストアの棚からパンや米、
カップめん、カセットコンロ、懐中電灯、電池などが消えるという事態が起きた。こ
れを受けて、３月 17 日には、消費者担当大臣から「生活関連物資の購買に関するお
願い」と題して、
「不要不急の購入、買い急ぎ、買いだめなどが続けば、今最も物資
を必要としている被災地に向けての生活関連物資の供給に支障が生じる可能性があ
り、消費者の皆さまの冷静な行動をお願いする」旨の要請が消費者庁ホームページに
掲載された。
幸い、３月末にはこの買いだめ行動は一定の沈静化を見せたが、原発事故の影響が
続くなか、ミネラルウオーターなどの不足は４月末現在も継続している（図１）
。
【図１】ミネラルウォー タ ー の 購 買 ボ リ ュ ー ム 推 移

[data:SCI-personal]
※ ミネラルウォーター購入金額の前月（2011 年２
月）の同曜日に対する増減率（％）
出典：（株）インテージ「東日本大震災 食品・日用
雑貨市場への影響２」（2011 年４月４日リリース）
より転載

また、2011 年４月 20 日付『日本経済新聞』によると、４月 15 日～ 16 日に調査会
社が実施したインターネット調査では、買いだめ商品のうち飲料水と電池は「まった
く使っていない」人が３割超となっている。記事によると、これらは今後の節電など
への「備え」として温存したい心理があるようだ、と分析しているが、少なくとも１
カ月まったく使わなかったとすれば、明らかに不要不急の買い物だったといえよう。

２．外食・中食の増加傾向
本題に入る前に、2010 年 11 月に当研究所が実施した「畜産物等の消費行動に関す
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な か しょく

る調査」の結果を中心に、外食および中食の動向について触れておきたい。この動向
が家庭での食材の在庫状況に密接に関係していると推測されるからだ。
当研究所では 2008 年から継続してインターネットによる消費動向調査を行ってき
た。これを見ると、2008 年から 2009 年にかけてはいったん減少した外食や中食消費
が 2010 年調査では増加していることが明らかになった。
2008 年のリーマン･ショック以降、景気は大きく冷え込み、さらに小麦の高騰に伴
うパンなど小麦を使用した商品の値上がりが相次いだ。これに対応するため、図２の
ように、 単 身 者を中 心に、 外 食・
中 食を減らし家 庭で調 理する内 食

【図２】外食・中食中心の人の割合

（ないしょく・うちしょく）の増加

2008年調査との比較

（2009 年調査結果）と米の消費拡大
が同時に見られた。

25
（％）

21.1

20

ところが、2010 年 調 査で朝 食・
昼 食・ 夕 食ごとに細 分 化して聞い

17.5
15

2008年

たところ、 全 体 的には外 食および
中 食が反 転して増 加 傾 向にあるこ
とが分かった。
表 １により、 外 食・ 中 食をした
ことがある人の割 合の推 移を属 性

10.5
7.7

5

ごとに分 析すると、 主 婦と単 身 女
性では朝 食の外 食と中 食の割 合が

2009年

10

0

減 少しているものの、 昼 食と夕 食

4.8

3.8
0.5

合計

0.6

主婦

単身女性

単身男性

の外食・中食の割合はいずれも増加している。単身男性では、朝食・昼食・夕食すべ
てで外食・中食の割合が増加している。これは特に昼食に顕著であり、ここ２～３年
顕著になっている外食・中食の商品単価の低下が昼食での消費増に貢献していると思
われる。牛丼店で昼食を取ればおおむね 300 円以下で済むし、弁当などは 500 円以上
のものは高級感すらある。コンビニエンスストアのおにぎりも 100 円フェアなどをか
いとま
なりの頻度で行っており、デフレ経済に対応した例は枚挙に暇がない。また、2010
年の猛暑などにより一時高騰した小麦価格が沈静化し、調理パンなどパン類の価格が
下がったことも要因の１つと考えられる。
ただし、こうした外食・中食による食事ばかりでは栄養の偏り、特に野菜不足にな
る危険をはらんでいることを忘れてはならないだろう。
【表１】外食・中食をしたことがある人の割合
2010年調査対2009年調査比較
（外食・中食別）
合計

2010年（n=1288）
2009年（n=1400）
10年−09年
2010年（n=852）
2009年（n=1015）
10年−09年
2010年（n=217）
2009年（n=208）
10年−09年
2010年（n=219）
2009年（n=177）
10年−09年

主婦

単身女性 単身男性
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（単位：％）

外食をした人の割合
中食をした人の割合
（１度でも外食をした人の割合） （１度でも中食をした人の割合）
朝食
昼食
夕食
朝食
昼食
夕食
6.7
54.0
41.4
15.9
54.3
39.4
7.2
47.4
36.1
15.4
48.9
31.6
−0.5
6.6
5.3
0.5
5.4
7.8
4.7
52.0
36.2
11.7
51.9
32.0
6.5
47.3
32.9
12.8
47.5
26.0
−1.8
4.7
3.3
−1.1
4.4
6.0
6.0
55.8
46.1
18.0
59.4
50.7
6.2
46.2
39.9
20.2
54.8
43.3
−0.2
9.6
6.2
−2.2
4.6
7.4
15.1
59.8
57.1
30.1
58.9
56.6
12.4
49.2
49.7
24.3
49.7
49.7
2.7
10.6
7.4
5.8
9.2
6.9
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【図３】夕食で外食を し た 人 の 割 合

【図４】夕食で中食をした人の割合

60
（％）

60
（％）

57.1

50

49.7

2010年

40

41.4
36.1

30

50

50.7

46.1

2009年

2010年
40

39.9
32.9

56.6

39.4

36.2
30

49.7

43.3

2009年
32.0

31.6
26.0

20

20

10

10

0

合計

主婦

単身女性

単身男性

0

合計

主婦

単身女性

単身男性

図３、図４は表１の夕食を抜き出してグラフにしたものである。全属性で目に見え
て外食・中食をする人の割合が増加していることが分かる。
また、割合の変化だけでなく、表２で食数の変化を確認してみよう。
１度でも外食または中食をしたことがある人にその平均食数を聞いたところ、属性
別に顕著な差が表れた。
主婦では外食の食数が朝食・昼食・夕食すべてで減少しており、外食をする人の割
合が増えても、総体的に外食が増えているとはいえない結果となった。ここには主婦
の節約志向が明確に表れている。ただし、中食では食数が朝・昼・夕食のすべてで増
加しており、弁当など廉価なものを購入して節約していると推測される。
実際に総務省の 2010 年「家計調査」を見ても、表３で見るように、２人以上の世
帯で弁当など主食的調理食品の購入頻度が 2009 年より軒並み増加しているが、支出
金額は購入頻度の増加率よりも低く、平均価格が減少していることがうかがえる。主
婦の中食の増加傾向は朝食で顕著だが、これは購入したパンも中食に含まれるためで
ある。これは、当研究所の「米の消費行動に関する調査結果 2010 年調査」で明ら
かになった、朝食における家庭で炊飯したご飯の食数の減少とパン食の食数の増加を
裏付ける結果といえる。総務省の「家計調査」においても、2010 年の食パンの購入
数量は前年比 100.2％、平均価格は 95.8％となっており、節約志向とも矛盾しない。
【表２】外食・中食の１週間の平均食数（外食・中食経験者ベース）

合計

2010年調査対2009年調査
比較（外食・中食別）
2010年
2009年
10年−09年
2010年
2009年
10年−09年
2010年
2009年
10年−09年
2010年
2009年
10年−09年
主婦

単身女性 単身男性

朝食
2.88
3.73
−0.85
3.13
3.77
−0.64
2.46
3.85
−1.39
2.76
3.55
−0.79

外食平均食数
昼食
夕食
2.21
1.79
2.22
1.93
−0.01
−0.14
1.77
1.52
1.91
1.80
−0.14
−0.28
2.43
1.85
2.64
2.10
−0.21
−0.25
3.53
2.39
3.44
2.28
0.09
0.11

朝食
3.35
3.03
0.32
2.95
2.60
0.35
3.72
3.48
0.24
3.73
3.88
−0.15

中食平均食数
昼食
夕食
2.17
2.19
2.08
2.09
0.09
0.10
1.87
1.70
1.81
1.69
0.06
0.01
2.66
2.57
2.80
2.59
−0.14
−0.02
2.72
2.94
2.64
2.77
0.08
0.17

注：１度でも外食・中食をしたことがある人の平均食数
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【表３】主食的調理食品の購入頻度・支出金額と前年比

主食的調理食品（合計）
弁当
すし（弁当）
おにぎり・その他
調理パン
他の主食的料理食品

2010年平均
購入頻度（回） 支出金額（円）
8,624
40,954
1,782
12,910
1,876
11,587
1,390
3,670
1,148
3,731
2,429
9,056

前年比（%）
購入頻度
支出金額
104.0
100.7
104.0
101.9
100.5
96.9
105.5
101.2
109.6
105.1
103.5
102.1

注：購入頻度は 100 世帯当たり
資料：総務省家計調査（１カ月当たり）

単身女性では、外食の食数は主婦同様朝食・昼食・夕食すべてで減少している。た
だし、主婦と明らかに異なるのは、中食での昼食・夕食の食数の減少である。これ
は、ここ２年の当研究所の調査結果に見られる単身女性の健康志向の表れと思われ
る。実際、単身女性だけは野菜・果物の摂取頻度も増加しており、消費行動全体に
「安い」だけではない「健康」
・
「美容」や生活の豊かさを求める傾向が見てとれる。
こうした志向性から、単身女性は他の属性と比較して内食志向が強いものと思われる。
これに対して単身男性は、朝食以外は外食・中食とも平均食数が増加しており、外
食をする割合と考え合わせると、食材を購入して自宅で調理する頻度が明らかに減少
している。景気の悪化と連動して平日の勤務時間は増加し、デフレが続くなかで可処
分所得は増えない。こうした状況下、単身男性の多くが安くて簡単に済ませられる外
食・中食に流れていることが推測できる。
なお、こうした外食・中食の動向は、東日本大震災後、外食業界の大幅な売り上げ
減少が見られるなか、再度内食志向に振れるなど、消費行動は大きく変動しているも
のと推測される。これは今後の調査で分析を試みたい。

３．主食類などの買い置きの減少
2010 年 11 月に実施した「畜産物等の消費行動に関する調査」のなかで、
「買い置き
（在庫）のある食材」を聞いた。この結果を表４に示しているが、表を見ると、米
（玄米などを含む）の在庫があると答えたのは、全体で 76.5％だった。すなわち、逆
にいえば 23.5％の人は米の買い置きが無いことになる。
これを主 婦で見ると、 在 庫があると答えたのは、81.5 ％だった。 全 体よりは多い
が、これでも 18.5％の人が米の買い置きが無いという計算だ。およそ２割近くを占め

【表４】買い置きがある食材 ( 主食類・乳製品・卵をピックアップ )

主食類

買い置き（在庫）がある食材（2010年11月15
合計
日から11月20日までの間の1日）
n= 1,204
選択肢の食材に、買い置きの物（在庫）は無い
7.7
米（玄米などを含む）
76.5
自宅で炊いて保存しているご飯
47.3
米加工品（もち･レトルトかゆ･冷凍ピラフなど） 29.1
自宅･家庭で焼いたパン
5.1
購入したパン類（総菜パン･菓子パンを除く） 51.3
パスタ類（スパゲティー、マカロニなど）
70.2
和風のめん類（うどん、そば、そうめんなど）
62.6
中華のめん類（ラーメン、焼きそばなど）
48.7
牛乳
61.8
ヨーグルト
45.3
乳飲料･乳酸菌飲料
18.4
鶏卵
74.6
乳製品 卵
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主婦
847
4.3
81.5
49.9
33.2
6.0
57.5
78.3
69.1
54.8
70.0
51.2
21.3
82.1

単身
女性
192
9.9
71.9
52.1
21.4
4.2
43.8
63.0
58.3
37.0
46.4
39.6
14.6
67.2

（単位：％）

単身 30代
60代
40代 50代
男性 以下
以上
165 339 339 262 264
23.0
8.3
6.2
7.3
9.5
56.4 74.9 80.8 72.5 76.9
28.5 49.3 47.5 43.1 48.9
17.0 23.6 28.6 34.4 31.4
1.2
4.7
5.9
5.0
4.5
28.5 48.7 50.4 57.6 49.6
37.0 69.6 76.7 69.5 63.3
34.5 53.4 61.7 70.6 67.8
30.9 41.3 50.1 56.5 48.5
37.6 59.0 64.0 65.3 59.1
21.8 44.2 47.8 45.0 43.9
8.5 17.7 20.9 16.4 18.2
44.8 71.4 77.6 75.2 74.2
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るこの家庭では、自宅で米を炊かないのだろうか。調査時点でたまたま在庫が切れて
いたことも無いとはいえないが、同じく 2010 年３月に実施した「米の消費行動に関
する調査 2010 年調査」では、通常１回の米の購入量を使い切るのは図５のように
約１カ月が一番多く、18.5％もの主婦すべてがそろって調査時点で米を切らしていた
とは考えにくい。 また、 同 様に、 米の在 庫があると答えているのは単 身 女 性で
71.9％、単身男性では 56.4％とさらに低くなる。
米を自宅で炊かないとすれば、米をまったく食べないか、または中食または外食で
食べているということになる。前述のとおり、実際に 2010 年調査では 2009 年調査よ
りも外食や中食をする人の割合が増加している。スーパーやコンビニエンスストアに
行けば、いつでも弁当や炊いたご飯が買えるので、米を買い置きする必要が無いと思
う人が増えていると推測される。
ここで問 題になるのは、 前 回（2009 年 ） 調 査からの増 減である。 表 ５は、 前 回
【図５】通常１回の米 の 購 入 量 を 使 い 切 る 期 間
２週間以内
合計

17.9

（n=1267）

主婦
（n=838）

0

9.6

約１カ月

約１カ月半

約２カ月

その他

26.8

12.5

16.5

9.2

17.1

23.3

単身女性 5.3
（n=210）

単身男性
（n=219）

約３週間

20.2

7.6

26.8

26.2

14.6

20

11.0

13.8

27.4

40

10.9

31.4

7.9

15.7

16.9

23.7

60

80

7.8

100
（％）

（2009 年）調査と今回（2010 年）調査の増減を調べたものだが、これを見ると、
「選
択肢の食材に、買い置きの物（在庫）は無い」とする回答が全体で 5.6 ポイント、主

婦でも 3.1 ポイント増加している。表４、表５では省略しているが、選択肢には精
その他
TOTAL（n=1267）
肉、ひき肉、肉加工食品（ハム、ソーセージなど）
、冷凍・加工食品、鮮魚など、お
約２か月
よそ想定できる食材をほとんど網羅している。それでも表４のように全体で 7.7％の
約１か月半
主婦（n=838）
人が自宅に在庫は無いと回答しており、それも前回調査よりも大きく増加している。
約１か月
単身女性（n=210）
約３週間

【表５】買い置きがある食材〔前回（2009 年）調査からの増減〕

単身男性（n=219）

合計

主食類

0
20 5.6
選択肢の食材に、買い置きの物（在庫）は無い
米（玄米などを含む）
−4.2
自宅で炊いて保存しているご飯
−3.9
米加工品
（もち･レトルトかゆ･冷凍ピラフなど） −2.8
自宅･家庭で焼いたパン
−1.8
購入したパン類
（総菜パン･菓子パンを除く） −3.2
パスタ類（スパゲティー、マカロニなど） −3.9
和風のめん類（うどん、そば、そうめんなど） −4.0
中華のめん類（ラーメン、焼きそばなど） −5.3
牛乳
−3.6
ヨーグルト
−8.8
乳飲料･乳酸菌飲料
−6.2
鶏卵
−6.4
乳製品 卵
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主婦

403.1
−2.0
−3.2
−1.4
−1.7
−0.9
−1.2
−1.3
−2.0
−2.1
−9.7
−6.3
−3.7

単身
女性
60
7.3
−6.4
−2.9
−8.8
−2.1
−2.8
−5.3
−4.7
−8.0
−2.3
−1.7
−1.8
−4.8

単身
男性
80
14.9
−6.8
−3.1
3.0
−1.0
−7.5
−4.9
−9.6
−15.4
−2.1
0.5
−4.7
−13.3

30代
60代
40代 50代
以下
以上
5.2100 5.7 120
6.3
5.4
−3.7 −6.6 −8.3
3.0
−2.6 −2.0 −9.3 −2.2
2.4 −10.4 −2.3 −0.3
−2.3 −1.0 −1.3 −3.0
6.6 −10.9 −2.9 −6.4
−2.8 −4.6 −8.1
1.0
−4.5 −6.8 −3.5 −0.9
−6.5 −9.1 −2.9 −1.1
−3.3 −3.2 −2.9 −5.5
−1.3 −10.7 −13.4 −11.7
−5.0 −2.2 −9.1 −10.2
−2.5 −10.3 −8.4 −4.2
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２週間以内

また、主食である米について、全体で 4.2 ポイント、主婦で 2.0 ポイント「在庫があ
る」と回答した人が減少している。年代別に見ても、増加しているのは 60 代以上だ
けとなっている。
それでは、米が減少して他の主食類の在庫が増加したかといえば、
「購入したパン
類」にしろ、
「めん類」にしろ、すべての属性で「在庫がある」と回答した人が減少
している。すなわち、長引く不況が要因と思われるが、節約志向により食料品の在庫
を極力減らそうとする意向がこの調査結果からうかがえるのだ。前述したように、調
理済み食品がすぐに購入できる、という環境がこの消費行動を加速している。

４．買い置きの減少と緊急時の「買いだめ」行動
これまで述べてきたように、消費者の自宅の冷蔵庫、あるいは食料保存庫から食材
の在庫が減少していることは間違いない。要因は前述した節約志向のほかに、勤務時
間の増加などによる調理時間の減少、食材を保存するスペースの減少など、複数考え
られる。
明確な因果関係は証明できないが、筆者はこうした家庭での食材の在庫の減少が
「買いだめ」行動に拍車をかけているように思える。大勢は多くの心理学者が指摘す
るように、商品が少なくなった棚を見ると本能的に「買いだめ」してしまうことや、
「買いだめ」報道の過熱による２次的「買いだめ」が主たる要因だろう。実際に「買
いだめ」行動には震災直後の３月 12 ～ 13 日ごろと「買いだめ」報道が本格化した 14
日以降の２つの山が見受けられる。
マスコミの報道や、場合によっては消費者担当大臣の要請が「買いだめ」行動に寄
与しているわけだが、家庭での在庫の減少も、同様にこの行動の後押しをしているの
ではないか。家庭の米びつに十分な在庫があれば問題ないが、あと２～３回分の炊飯
でなくなる、と思えば、普段なら無くなってから買いに行くものが、急いで行こう、
ということになるだろう。あるいは今回調査で明らかになった、全体で 23.5％の普段
「米の在庫が無い」層が、慌てて米を買いに走った可能性もある。
これは極端な試算だが、首都圏の埼玉・千葉・東京・神奈川の合計世帯数である約
1423 万世帯（平成 17 年国勢調査）が１世帯当たり５㎏ずつ米を買いだめすると、
1423 万× ５＝ 7115 万㎏すなわち７万ｔ以上の瞬間需要が発生することになる。10 ㎏
ずつ買えば、この倍の約 14 万ｔだ。ＪＡや米穀卸会社に十分な玄米の在庫はあって
も、精米と物流が追いつかなくなるのは当然といえる。かくして、首都圏のスーパー
やコンビニエンスストアの棚から米袋が消えることとなったのだ。首都圏のスーパー
の精米のコーナーに、普段見たことがない西日本産の銘柄米が並んだのを不思議に
思った消費者は多いのではないだろうか。
識者によると、こうしたときに情に訴えてはならないそうだ。在庫が十分にあるこ
とをきちんとデータで示し、論理的に「買いだめ」する必要がないことを説明しなけ
れば、消費者はかえって「買いだめ」に走るという。
いずれにしても、米などは保存方法さえ良ければそうそう品質が低下するものでは
ないし、乾めんなども同様だ。慌てて大量の「買いだめ」をして品質が劣化した食品
を食べないためにも、そして非常時に慌てず冷静な行動が取れるようにするために
も、一定の食材の日常在庫を確保しておくことが肝要ではないだろうか。
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読 書

の 窓 『ある小さなスズメの記録

人を慰め、
愛し、
叱った、誇り高きクラレンスの生涯』
クレア・キップス＝著・梨木 香歩＝訳
文藝春秋（2010 年 11 月 10 日）

（社）
ＪＣ総研 基礎研究部 主任研究員

私には、お互いの誕生日を祝い合う友人が数
人いる。彼女たちの誕生日が近づくと、「また

小川 理恵（おがわ りえ）

すぐさまもっと大きな動物たちの餌食になって
しまうからだ。

１つ年をとったなあ」と、１年という時の流れ

そして始まる、12 年にわたる老 婦 人と飛べ

をしみじみ感じつつ、友人の顔を思い浮かべて

ないスズメ、クラレンスの友情の軌跡。この物

はバースデープレゼントを選ぶのが、私の毎年

語は、老婦人とスズメが出会い、あふれんばか

の楽しみにもなっている。

りの愛情のなかで共に暮らし、やがてスズメが

20 代 30 代のころは、やれバッグだのアクセ

天国へと旅立っていくまでの実話である。

サリーだのと、ちょっとしたおしゃれ小物を選

こう書くと、読者の皆さんは叙情的で感動的

んでいたものだが、 ここ数 年は、 もっぱら

なストーリー展開を想像されるかもしれない。

「本」を贈るようになった。友人たちも（私も）

かくいう私もそうであった。だがその期待はも

主婦となり、すっかりおしゃれから縁遠くなっ

のの見事に打ち砕かれる。作者は、「序」にこ

たこともさることながら、心に「ぐっとくる」

う記している。「この小さな本が、信頼するに

本を読むと、その感動をどうしても仲の良い友

足る忠 実な記 録となるよう、 誇 張も避けるべ

人に伝えたい気持ちに駆られるようになったか

く、できる限り心がけたつもりである。なぜな

らだ。

らそうであってこそ、こういうものは価値があ

そうはいってもバースデープレゼントだか
ら、小難しいモノではなくて、色鮮やかな絵本

るのだと信じているからだ。（略）少なくとも
それは、よく調べた観察の結果なのである」

や装丁が美しい詩集など、本棚にぜひ並べても

作者はこの本をあくまでも観察記録として書

らいたいと思うものを選ぶようにしている。見

いている。訳者の梨木香歩さんも、そんな作者

目麗しく、それでいてじんわり温かい本を探し

の思いを受け止め、邦訳のタイトルを『ある小

て歩くのは、 この上なく楽しいものだ。 この

さなス ズ メの記 録 』 としたのだそうだ。 そし

『ある小さなスズメの記録』もそうして出会っ

て、作者の願いどおり、この本は、これまで知

た１冊である。
第２次世界大戦下のイギリス・ロンドン。夫
をとうに亡くし、１人バンガローに暮らすピア

られていなかった驚くべきスズメの生態を捉え
た貴重な観察記録として、多くの鳥の研究者や
愛鳥家たちからも絶賛されることとなった。

ニストの老婦人（作者）は、家の前で、生まれ
ひん し
たばかりのイエスズメを拾う。スズメは瀕死の

した筆致で事実をつづっていく。そこには余分

状 態であったが、 老 婦 人の懸 命な看 病のかい

な感情の吐露とか、強過ぎる思い込みなどは何

あって一命を取り留める。でも、スズメの右の

もない。けれど、読んでいる私のほおには自然

翼と左の足には、生まれながらの不具合があっ

と笑みが浮かび、瞳からは熱い涙がこぼれる。

た。そしておそらくそのために、生きるのは無

一 見 味 気ないようなさらりとした文 章のなか

理だろうと親の巣から放り出されたのである。

に、老婦人とスズメの間に生まれた確かな愛情

老婦人は、羽が曲がり、片足がひしゃげたこ

と強いきずな、そして小さな命が放つ生のエネ

の小さなスズメを、自然に帰すことをあきらめ
る。もし表に放り出したならば、このスズメは

52 《読書の窓》

作者は、記録という名にふさわしく、淡々と

ルギーがにじみ出ているからだ。
老婦人とスズメは仲むつまじくて、まるで恋
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人同士のよう。それゆえに起こったエピソード

時を同じくして老いを迎える。 そして、 彼に

がある。老婦人の友人（女性）が、老婦人とス

とっては致命的となる「脳卒中」の発作を起こ

ズメが暮らすバンガローに泊まりに来たときの

し「専門的なリハビリが必要」な状態にまで落

出来事だ。スズメ（紹介が遅くなったが、オス

ち込んでしまう。でも老婦人の懸命な介護と、

である）が至福の場所として疑わない老婦人の

そしてその思いを理解したスズメ自身の生きよ

ベッドに、友人と老婦人が並んで入ろうとした

うとする明らかな意志とで、スズメは見事に苦

そのとき事件が起こった。「彼は、枕を駆け上

難を乗り越える。発作により不自由になった体

がったり下りたりして、 侵 入 者を叱るわ脅す

をうまく使って「ますます自由が利かなくなっ

わ、果てはすさまじい怒りをもって攻撃したの

ていく状況に自分を適応させ、愚痴をこぼすこ

である。やむなく彼女はベッドを出て、この小

とも（明らかに）なく、何か違うという思いを

さな皇帝がいつもの場所に落ち着きあそばすま

もつことも（おそらく）なく、味わえる限りの

で、部屋の隅で辛抱強く立って待ち続けなけれ

生の歓びを享受し、精一杯の活動を楽しんだ」

ばならなかった。（略）彼女は女医で、その人

のである。

生において様々な経験を積んでいたにもかかわ

作者は、盟友の老いや病についても実に淡々

らず、スズメにベッドを出ろと命令されたのは

と観 察をしている。 だがその視 線は慈 愛に満

初めてだったと感慨深げに言った」

ち、どこまでも温かい。やがてその温かなまな

しっ と

スズメが人間に嫉妬するという事実に仰天す
る一方で、思わずほおがゆるんでしまう。

ざしに見守られながら、スズメは天寿を全うす
る。

驚くのはこればかりではない。 このス ズ メ

この本は 1953 年にイ ギ リ スで出 版されるや

は、なんと歌を歌ったり芸を披露したりと、驚

ベストセラーとなった。そして、その評判は世

異のエンターテイナー性を発揮するのである。

界 各 国へ広がり、 日 本でも 1956 年に初めての

時は戦争の真っただなか。防空対策本部の一員

翻訳本が出版されている。人々の心がささくれ

として働く老婦人は、空襲が続く暗い毎日のな

だち、戦争の痛手から立ち直ろうと、ただがむ

か、 少しでも市 民たちの疲れた心を癒やそう

しゃらに生きていたころ、この本が世界中で感

と、スズメに芸を教え込み、慰問することを思

動を呼び起こしたことにもうなずける。人とス

い付く。老婦人の気持ちがスズメに伝わったの

ズメの偽りのない愛の姿は、戦争で疲れ果てた

であろう、スズメはあっという間にいくつかの
芸を身に付け、ロンドン中の人気者になってい

人々の心を熱くしただろう。不自由な体を抱え
おう か
ながらも、のびのびと人生を謳歌するスズメの

くのだ。最も人気のあった芸が「防空壕」とい

真摯さは、同じ境遇にある者を元気づけただろ

う演 目だというのだから、 老 婦 人とス ズ メの

う。そして病や老いを静かに受け入れ、最後ま

ちゃめっ気も相当なものである。

で自分の人生を生ききるその強さは、これから

スズメと共に慰問に回った日々を、作者は次

老いてゆく私たちに勇気すら与えてくれる。

のように振り返る。「あの過酷な月日を、彼ほ

私は、うまく言葉にできないのだが、何かじ

ど忠実に、そして着実に、自分の国に仕えたス

んわりと温かな、まあるいものが、心のなかに

ズ メは、 未だかつて一 羽もいなかっただろう

生まれるのを感じた。

と、私は心の底からの誠を持って言うことがで
きる。 家を失くした人 々も、 全ての持ち物を

最後にこう記されて、老婦人とスズメの物語
は終わりを告げる。
なき がら

失った人々も、少なくともしばらくの間は、不

「彼の亡 骸 ──ぼろぼろになった羽毛の、ほ

幸を忘れることができた。（略）実に彼は、市

んとうにちっぽけな一塊が、彼の残した全てで

民防衛隊の重要なメンバーになり、空襲の激し

あった──はホプトンウッド石の小さな墓の下

さが最も増したときには、エンターテイナーと

で安らかに眠り、墓石には以下のような墓碑銘

して雄々しくも役に立つ働きをしていたのであ

が捧げられている。

る」
戦時中、俳優として、または優れた音楽家と
して人々の心の支えとなったスズメも、終戦と
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クラレンス
その名もほまれ高き

いとしいスズメよ」

すばらしい本に出会えたことに感謝したい。
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《プロフィール》
医学博士・心理学博
士。東京大学卒業後、
渡米。Ｕ・Ｃユニオ
ン大学院（心理学）、
セント・トーマス大
学院（身体精神医学）
博士号取得。

『ＰＴＳＤを克服するＡＩ
（農の知恵）』
〜命は命を注いで芽吹いていく〜
心理学博士

鈴 木 丈 織（すずき じょうじ）

このたびの東日本大震災の被災者の方々に、心よりお見舞い申し上げます。
人は、逆境に見舞われたとき、誰もが思いもよらない力を発揮して躍動し、復活を目指します。それは、力強
いものです。しかし、残念なことに、時として逆境を克服するさなかにフッと心がむしばまれてしまうことがあ
ります。
ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）と呼ばれる障壁によって、前途を阻まれてしまうのです。復活を目指す
人の心身に襲い掛かる症状は、かなりきついものです。

１．ＰＴＳＤ３つの特徴
１）再体験の恐怖
恐怖の体験を繰り返し思い出してしまう。感情だけでなく感覚的に肌まで躍動を拒否する反応。努力を中断さ
せ、あきらめを誘う。
２）回避からの依存
現実を避け、苦痛や努力から逃げようとする。挑戦をやめ、目標さえ設定しない。できることさえせず、むし
ろ何かに依存する。自発性や自主性を嫌う。
こう しん

３）覚醒亢進（過覚醒）での低下
さ さい

けん たい

神経が過敏で、些細なことにも感情的、破壊的になり、自暴自棄や倦怠感に陥る。感情もまひして感動が消え
る。不眠で無気力になり、絶望感があふれ出て意欲の循環ができなくなる。

２．ＰＴＳＤ克服への提案
私は、精神分析とＪＡの組織強化や職員指導に実践心理学を取り入れたＡＩ
（農の知恵）教育研修に数十年携
わってきて、
気付きました。人を襲うＰＴＳＤの特徴は、農の成長を阻害されたときの特徴と酷似しているのです。
「農」は、自然から常に逆境という不条理を突きつけられ、変化を強要されてきました。しかし、その都度、
ＡＩ（農の知恵＝アグリ・インテリジェンス）の発揮により「実り」を実現させました。
「農」には、あらゆる
自然と調和して「実り」を獲得してきた歴史があります。自然の猛威によるさまざまなダメージをも跳ね返し、
調和してきました。それらがさらに蓄積されて「ＡＩ」となっています。繁栄の礎なのです。
ＡＩは、自然のなかで生きる命に人の命を注ぎ、発展成長させる知恵なのです。その知恵を私たちにも応用し
み

ぞ

う

てみましょう。ＰＴＳＤであなた自身が、命の営みを阻害してはいけません。今こそ、この未曾有の逆境を、繁
栄へのきっかけにするときです。
「繁栄への道」は、ＰＴＳＤを克服する方法と同じメカニズムです。

３．ＡＩの命の育成の３ポイント
１）五感で捉える
現状をしっかり五感で感じ取ること。通常と異なる変化を捉えること。希望や価値観ではなく、事実のみを把
握すること。 それを知識や情報の理屈ではなく、肌で受容し判断すること。
感情や知識での認識による判断は、後から都合で変えたり止めたり合理的に対応しますが、肌で得た感覚は、
決して揺らぐことなく柔軟に続きます。
２）原因を絞り込む
重大な変化に惑わされず、原因を見極めること。雑然とした現象や事象から「ナゼナゼ&ドウシテドウシテ」
と切り捨て、原因を絞り込む。
原因の無い結果などありません。遠因であれ近因であれ、混然としながらも結果に当たります。必ず根本解決
の道につながっています。感覚は近道だけを求めず、たどり着く道を求め歩み続けます。

54 《Dr. ジョージの心の経営論》
『ＰＴＳＤを克服するＡＩ（農の知恵）』
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３）全体を描く
海に居て、山の努力に手を合わせ、山に居て、海の歓喜に拍手する。
一連のつながりやかかわりがあることの全景を眺望します。部分だけしか見ていないと一喜一憂します。プラ
スもマイナスもすべて、自分に生かせるという感覚がパワーになります。全体を描けばマイナスは無いのです。
すべては躍進への過程の一部分だからです。

４．感覚の重要性
「心理」で逆境を捉えると「不安」が先行する。
「論理」で逆境を捉えたら「後悔」に沈む。
「感性」で逆境を捉えると「嫌悪感」が優先する。
「知性」で逆境を捉えたら「絶望感」に陥る。
ＰＴＳＤを誘うような逆境があったとしても、五感を超えた「肌感覚」のひらめきでマイナスストレスのエネ
ルギーを昇華させましょう。 ＡＩを磨き、自然と調和できるあなたになって逆境を克服しましょう。躍進を目指
し、ＰＴＳＤを解消するのではなく無縁になるようにパワーアップしていきましょう。

５．５つの努力
逆境の違和感を感じたら、５つの努力をしましょう。命を注げば命は応えます。躍進の力は常にあなた自身の
内にあります。
１）価値を感じて言葉にしてみよう
意識的にどんなことにも価値付けをする。些細な違い、当たり前の動きも言葉にする。
「よかったネ（賞賛）
」
ねぎら

あん ど

「ありがとう（感謝）
」
「頑張ったネ（労い）
」
「すごいぞ（認知）
」
「あと一歩だ（激励）
」
「助かる（安 堵 ）
」そし
て、その言葉に表情を加える。
２）頑張った思い出話を交わし合おう
勇気をかき立てて成功したことを思い出そう。身体に染み込んでいたプラスエネルギーが記憶と共によみがえ
ります。跳ね返し、また立ち向かう気迫が湧き出すでしょう。今を乗り切る具体的方法のヒントになるはずで
す。つられて声も大きくなるでしょう。
３）草花を育てよう
必ずあなたの周りにある草花は、気に留めなければ見落とします。季節を彩る花を咲かせ、身近に寄せて心待
ちにして育てよう。観葉植物でもミニ盆栽でも。命を感じられる環境を手にしていよう。
４）現地で独り言を声に出そう

いら

むな

つら

愚痴も爆発も我慢しない。悲しみ、悔しさ、苛だち、虚しさ、辛さ、寂しさ、そして怒りも口にしよう。元凶に
対して、つぶやきでも怒鳴っても構わない。しかし、必ず身を置く今のすみかのパワーポイントに戻っていこう。
５）実りの夢を語り合おう
種を手にしたとき、そ
こには実りが見えている

ＰＴＳＤの克服には…
ＰＴＳＤの克服には…

はず。かなえる達成時間
を決めないで、描いた夢
を語ってみよう。漠然と
して根拠が無くても、憧
れ、期待の夢でも構わな
い。実現を決め付けて断

①五感で捉える
②原因を絞り込む
③全体を描く

定して語ってみよう。

①すべてを価値付け、表情を付けて言葉にしよう
②頑張った思い出話を交わし合おう
③草花を育てよう
④現地で独り言を声に出そう
⑤実りの夢を語り合おう
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コラム

問われる国家としての「通商政策のモラル」

…某年某月
（社）Ｊ C 総研 理事長

薄井 寛 （うすい ひろし）

1996 年 11 月ローマで開催された世界食料サミットは飢餓・栄養不良人口の撲滅に向けた
「行動計画」を採択した。185 の国と地域の首脳等は同計画の「誓約３」で、
「農業の多面的機
能を考慮し、
（略）充分かつ信頼出来る食料供給と病害虫、干ばつ及び砂漠化と戦うために不
可欠な、参加型で持続的な食料、農業、漁業、林業及び農村開発政策と行動を追求する」と、
確約した。にもかかわらず多くの政府は、経済のグローバル化と企業の利益促進策を優先。そ
の結果、栄養不足人口は撲滅どころか、食料サミット当時には８億人だったのものが、2009 年
には 10 億人を超える事態に陥ってしまった。
典型的な「行動計画」無視の事態がインドで起きている。コカ・コーラの工場の過剰な地下
水汲み上げが急激な水位の低下をもたらし、ラージャスターン州などでは数年前から穀物など
の生産に深刻な悪影響を及ぼしているのだ。コカ・コーラの不買と工場閉鎖を求める地元住民
の運動に対し、アメリカの環境保護団体が支援の取り組みを広げるなかで、コカ・コーラ社は
大規模な不買運動への発展を恐れ、インドの一部工場を閉鎖した。環境破壊など企業の反社会
的なビジネス行為の監視と規制を政府には任せておけないとする市民団体などが、ＣＳＲ（企
業の社会的責任）を果たさない企業に対し、国境を超えたボイコット運動によってＣＳＲの実
施を迫る動きが欧米諸国を中心に年々強まってきた。今回の東京電力の原発事故はこの流れに
大きな刺激を与え、日本企業の事業活動に対する市民団体の国際的な監視が今後厳しさを増し
ていくのは必至とみられている。
原発の危険性に警鐘を鳴らしてきた作家・髙村薫氏は、福島第一原発の建設では「そもそも
想定しなければならないことが想定されていなかった」とし、
「想定外」の言い逃れをする東
京電力に対し「科学技術のモラルの問題だ」と指弾した（2011 年５月３日放送、ＮＨＫニュー
スウォッチ９「髙村薫さんが語る“この国と原発事故”
」
）
。モラルが問われるのは科学技術の
世界にとどまらない。貿易と投資の際限なき拡大という経済のグローバル化が、地球温暖化な
どの環境破壊や栄養不足人口の増大、貧富の拡大と治安の悪化などの問題を著しく深刻化させ
た。各国の為政者たちはこの実態を十分に承知しながら、経済の自由化、規制緩和、小さな政
けん でん

府を喧伝して効率化の追求を優先するあまり、多くの問題を容易に修復できないほどに困難化
させてしまった。今こそ国家としての「通商政策のモラル」が問われている。この視点から貿
易・投資政策を検証すべき時代にわれわれは入ってきたのだ。アメリカやオーストラリアの市
民団体が展開する反ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）運動はこのモラルの問題を真正
面からわれわれに問い掛けているのではないか。
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３月下旬、悲劇的な震災報道が続くなかで、被災者の方々の苦しみに対して当研究所に何
ができるか、編集総括の小川が苦悩していた。そうしたなかで３月 22 日に開催した基礎研究
部「学術委員会」の場で東京大学大学院の中嶋康博准教授が真剣な面持ちでお話しされたこ
と（２ページ参照）がきっかけとなり、今回の基調テーマ「非常時のフードシステム」が決
まった。
余震と放射能汚染の心配が続くなかでのインタビューや対談などに応じてくださった中嶋
先生、黒澤賢治氏、仲野隆三氏にあらためて御礼を申し上げたい。
ＴＰＰのくすぶりが消えないなか、本当にこの国に必要なものは何か、何を守り、何を変
えなければいけないのかを真剣に考え、研究成果として発信しなければならないと思ってい
る。
（基礎研究部長 主席研究員 吉田成雄）
東日本大震災、福島第一原子力発電所事故により被害・影響を受けられた皆さまに心より
お見舞い申し上げます。実際に現場にいた、また、今まさにいる人にとって、その苦労、心
労は筆舌に尽くしがたいものだと思います。
こうしたさなかに、新聞などで「この機会にこそＴＰＰ」とけたたましく叫ぶ人たちが多
いことに暗たんたる気持ちになります。当研究所ホームページに掲載の「ＴＰＰ疑問・反論
シリーズ」にあるとおり、日本国民にとって何がメリットで、何がデメリットなのか、ほと
んど情報提供もしないで、何が「今こそ」、何が「開国」、何が「乗り遅れる」でしょうか。
震災で苦労している人たちにとっては火事場泥棒にしか見えない、安易に復興と開国を結び
付ける発言、行為を直ちにやめていただきたいと思っています。

（基礎研究部 主任研究員 藤本恭展）
私は東京都葛飾区の金町という所に住んでいる。東日本大震災を発端とする福島第一原子
力発電所の事故で、関東近隣で初めて放射能による水質汚染が発覚した金町浄水場は、自宅
から歩いてすぐの場所にある。放射能汚染が発表された日、地元のスーパーは大変な騒ぎ
だったらしい。ミネラルウオーターを求めて多くの消費者が詰め掛け、水という水すべてが
あっという間に売り切れてしまったそうだ。仕事を終えて自宅近くの店に寄ってみると、空
になった商品棚には「水売り切れ。明日 15 時より母子手帳を持参の方に限り１本ずつ限定販
売します」の断り書きが貼られていた。
私の母は昨年ガンで亡くなった。父も数年前にガンを患って今も完治していない。そうい
う「ガン家系」であるから「大人は大丈夫だというけれど、水道水を飲んで本当に平気なん
だろうか？」という一抹の不安が、私の頭をよぎったのは事実である。わが家では普段から
ミネラルウオーターを常備していたので、実際に買いだめに走ることはしないで済んだ。で
もこうした消費者の行動を「無知ゆえの愚行」と笑えるだろうか？
人それぞれ抱えている事情が違う。元気な人にとってみれば「水
くらいで騒ぐなんて」と思うことも、持病がある人や高齢者にとっ
ては不安材料になることもある。それくらい放射能の問題はセンシ
ティブだと思う。
だからこそ、正確で細密な情報が必要である。情報が不確かだか
ら風評被害が起こる。政府はなんでも消費者のせいにしないで、国
民に分かりやすい情報提供に努めてもらいたい。

（基礎研究部 主任研究員 小川理恵〈編集総括〉）

ご意見・ご感想をお寄せください
『Ｊ C 総研レポート』は、食料・農業・農村・ＪＡなどに関する情報を提供することを目的とした社団法人Ｊ C 総研
の機関誌です。読者の皆さまのご意見やご感想をいただき、より充実した誌面づくりに役立てていきたいと考えてお
ります。つきましては、本誌に関する皆さまのご意見・ご感想をお寄せください。
【送付先】 ＦＡＸ：０３－
〒 162-0826

3268 － 8761

東京都新宿区市谷船河原町 11
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