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発表の前提
・これまでの管理型社会の限界
・「安心と安全」ばかり
・これからの信頼ベースの社会
・「信頼」の後に安心が生成する





本日の内容
第一部 歴史分析：スパニッシュ・インフルエンザ

第二部 現状分析：新自由主義の限界

第三部 思考実験：ラディカルな食と農の思想を目指して



第一部
歴史分析：スパニッシュ・インフルエンザ



1 スパニッシュ・インフルエンザ（1918-1920）
1. 第一次世界大戦の最終年

（飢餓、低栄養）

2. アメリカで感染爆発、兵
士を通じて世界中に。

3. モノとヒトと情報のグ
ローバルな流通

4. 弱い立場にある人へのし
わ寄せ

5. 敵と感染症

6. 戦争の影に隠れた記憶
Influenza In Enemy Countries.
The Times (London, England), July 05, 1918 



アルフレート・W・クロスビー『史上最悪のインフルエ
ンザ：忘れられたパンデミック』西村秀一訳、みすず書
房、2004年

クロスビーは、環境史研究者である。環境史とは、歴史
学の中で自然環境の役割が不当に小さく扱われてきたこ
との対し、自然環境の役割を強く打ち出す研究手法であ
る。ジャレド・ダイヤモンドの『銃・病原菌・鉄』に強
烈なインスピレーションを与えた『エコロジカル・イン
ペリアリズム：ヨーロッパの生物学的膨張Ecological 
Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900』
の作者だ（邦訳は『ヨーロッパ帝国主義の謎――エコロ
ジーから見た10~20世紀』岩波書店、1998年）。

「環境史」という歴史ジャンルの貢献
人間以外の要素を歴史の描写に組み込む。1970年代にアメリカで。



• 兵士は、体調不良を感じても衛生的に悪い条件
で無理して作業に従事するため、悪化しやすく、
感染しやすかった。当時兵士たちを悩ませてい
た一つが虫歯だった。（Ruchel Duffett, The 
Stomach for Fighting: Food and the Soldiers of the 
Great War, Manchester University Press, 2012, p. 
21.）ウィルスの主な生存場所である口腔の衛
生状態の悪さ。

• 銃後は食糧不足に悩んでおり、やはりインフル
エンザ・ウィルスの格好の餌食となった。



• 盛んに炊き出しを行ない、食べものやスープを
列をなして並ぶスラムの人びとに無料で配った
り、インフルエンザで起き上がれない人のため
にボランティアがそれらの食べものを配達した
りした事例。

• 第一次世界大戦、食料危機→食料を行き渡らせ
ない政府の「信頼」の喪失→革命へ



帝国日本の植民地

人口 死亡数 死亡率（千人あた
り）

日本内地 55,963,053 453,452 8.1

樺太 105,765 3,749 35.4

朝鮮 17,284,407 234,164 13.5

関東州 687,316 - -

台湾 3,654,398 48,866 13.4

合計 77,694,939 - -

合計関東州除く 77,007,623 740,231 9.6

「帝国日本」のインフルエンザ死亡者数（1918年-1920年）

速水融『スペイン・インフルエンザ』藤原書店、2006年、427頁。



第二部
現状分析：新自由主義の限界



コロナで気づいた食と農の根源的問題
• 生態系と住民の同時的破壊(パームやし、アボガド、バナナ、大
豆、コーヒーなどのプランテーションの行き過ぎ)

• それに対する（日本）企業の無自覚さ
• 外国人の低賃金労働なしには、食が成り立たない事実
• 石油なしには営めない農業
• 食べることが好きなのに、食べるために働いているのに、食べ
る時間を削ってきた日本人

• 食肉工場の現場



大規模畜産について

• アメリカでは、四月二八日、トランプが食肉加工工場の操業継
続を命令した。すでに中西部の工場が二二箇所閉鎖されていた。
朝鮮戦争時に発令した「一九五〇年国防生産法」を適用し、工
場閉鎖が食肉供給を脅かしており、インフラに打撃を与えると
して、発令したのである。食肉業界の経営者は歓迎した。が、
労働者は警戒する。全米食品商業労働組合（UFCW）は、労働
者への防護具の提供と検査の徹底を大統領に要請、「食糧供給
に対する懸念は我々も共有しているが、今回の命令では、労働
者の安全を最優先にすべきだ」と声明で述べた。



• ドイツでは、五月の二週間で四件の食肉工場
（テンニース）の集団感染が見られた。ノルト
ライン＝ヴェストファーレン州の食肉工場では
従業員一五〇〇人以上が感染し、その所在地の
郡は封鎖された。他にもアメリカでも食肉工場
が次々に閉鎖になった。松岡由希子の記事によ
ると「四月九日から二七日までに米国一九州一
一五カ所の食肉処理工場で全従業員の約三％に
あたる四九一三名が新型コロナウイルスに感染
し、二〇名が死亡した」という（『ニューズ
ウィーク日本版』オンライン版、六月二五日）。
他にもイギリスのウェールズの食肉工場でも集
団感染が発生し、閉鎖された。オランダ、フラ
ンス、アイスランドでも確認されている。



• 大規模畜産も感染症のリスクを高める。私も、
ポール・ロバーツの『食の終焉』（神保哲生訳、
ダイヤモンド社、）などを引用しながら、食を通
じた感染症が、現在の経済活動を続ける限り発生
する可能性について『戦争と農業』（集英社イン
ターナショナル、2017年）で警告したことがある。
それは、大規模なゲージ飼育によって弱っている
鶏たちが、水鳥が運ぶインフルエンザに感染し、
大量死を引き起こすだけでなく、人間に感染する
ウイルスに変異する可能性である。

• アプトン・シンクレア『ジャングル』（1905）か
ら、エリック・シュローサー『ファストフード
ネーション』（2001）
（邦題＝『ファストフードが世界を食いつくす』）
まで



1905



2001



ラウルはメキシコのザポテカ出身で、カリフォルニア州アナハ
イムで建設業者として働いた後、コロラドにやってきた。英語
は話せない。スペイン語専門のラジオ局でモンフォード社のコ
マーシャルを聞いて、グリーリー工場の求人に応募した。ある
日、加工機のなかに手を突っ込んで、詰まった肉片を取り除こ
うとしていたとき、間違って機械が作動しはじめ、ラウルは片
腕をはさまれて、二〇分後にようやく同僚に助け出された。機
械を分解しなければならなかったからだ。救急車で病院に運ば
れて、ざっくり開いた肩の傷を縫い合わされた。腱が切れてい
た。傷口を縫合され、強力な痛み止めを処方されたあと、食肉
工場で送り返され、生産ラインに戻される。包帯でぐるぐる巻
きになった格好で、ふらつきながら、痛みをこらえ、片腕を
吊ったまま、ラウルは終業時間まで、段ボールから血をぬぐう
作業をもう一方の手で続けた
（エリック・シュローサー『ファストフードが世界を食いつくす』楡井浩一訳、草思
社、二〇〇一年、二五九−二六〇頁）。



新自由主義とは
派遣労働者の増加、緊縮財政の強制、競争原理の貫徹、生命領域
（労働力と自然）の商品化の貫徹、自己責任。
「家族の価値のような保守的道徳観の復活、治安の強化、マイノ
リティの権利の削減、排他的ナショナリズムといった強い国家の
再編成を促す傾向にある一方で、従来は市場の論理にまじまない
とされてきた領域——たとえば、公教育、福祉、犯罪政策——に
まで、その論理を拡大する徹底した傾向をもつ」（『日本大百科
全集』）。
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サッチャー、レーガン、中曽根康弘、竹中平蔵。
資本主義の利潤が増えないことから、新たな商売を求めて「規
制」を突破する、資本主義の一つの新形態。
日本のコロナ後の「危機」が私たちに試すテストは、経済活動が
いつストップしても人間が生きることのできる社会が形成されて
いるのかどうか。「地球社会」存立の危機に、食と農の思想をど
こまでの覚悟と緊張感を持って紡ぐことができるのか。瀬戸際に
立たされている。



海水面の上昇→平地の農業の被害を想定できているか？
経済不況→貧困家庭の食を賄うことができるか？
大型地震→食糧の分散的保存ができているか？
富士山の噴火→周辺農村の被害を想定できているか？
毎年夏の巨大台風、水害と洪水→災害に強い食と農を考えている
か？
鳥インフルエンザ（大規模畜産の問題）の蔓延→人間も家畜も健康
な畜産への根源的転換のロードマップは描けているか？

→いつからこの国は、思想や信条を冷笑するような国になったのか？
→この国の農業政策に、50年耐えられる食と農の思想は存在するの
か？
→類まれな多様さを持つ小農列島が、世界農業をどうリードしていく
か？



新型コロナウイルスの「抜き打ちテスト」が露わ
にしたもの——これまでもの問題の露呈
1. 大規模自然破壊（とそれに由来する気候変動）cf: プランテーショ

ンのための森林開発によるウイルス媒介動物の棲息空間の破壊。
2. 非正規雇用労働形態の脆弱さ
3. 言葉の破壊（例：詭弁に矛盾。「総合的、俯瞰的」）→喫緊の課

題としての言葉（＝政治と人文学を担う者の生命）の信頼の回復
4. 人文学・文化の軽視（政治と経済に、歴史と批判が希薄）→首都

に国立の現代史博物館や空襲博物館がない。Cf: ベルリンの事例
5. 男性中心社会の暴力性。コロナ後の日本の女性の自殺の増加（昨

年同時期より187人増）、女性へのDV、解雇の増大（内閣府男女共
同参画局調査9/30）。女性にしわ寄せが来る仕組みを根本から変
えないといけないが、議員の女性蔑視発言があとを絶たない。

6. 都市と大企業一極集中の脆弱さ。
7. 要するに、新自由主義の問題の露呈。脱新自由主義
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↓鵜飼哲さんの言葉



世界的な現象としての新自由主義の限界
1970年代から80年代＝歴史の転換点。サッチャー、レーガン、中曽根の「民営
化」「小さな政府」の流れ。農業保護への疑念。現在は水道も民営化に。

ウェンディ・ブラウン『いかにして民主主義は失われていくのか：新自由主義の
見えざる攻撃』（みすず書房、2015）コロナ以前から壊れつつある民主主義。
「ホモ・ポリティクス」（政治的人間）の代わりに、「ホモ・エコノミクス」
（経済的人間）に誘導するような教育。
「人的資本」を求める支配層。圧力を受ける教育現場と一般社会。
学問が「時代錯誤で贅沢な道楽に過ぎないとみなされる」
国家が経済を放任する自由主義ではなく、経済が国家と国民を統治する時代。
（コロナで大打撃）

日本の新自由主義
菅義偉首相「中小企業の再編」（日本経済新聞2020/9/6）
「福祉のベイシックインカム一元化」（竹中平蔵氏）→ベイシックフード？
「小さなもの」の「大きなもの」への再編。
→新自由主義というトレンドにのらない農業。
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新自由主義による農業破壊の事例（イラク）
1. 2003-2011年、ブッシュ大統領のイラク戦争（泥沼）。第一次（第一次改造）小

泉純一郎内閣（竹中平蔵は金融担当大臣兼経済財政政策担当大臣）のイラク戦争の支持、自
衛隊の派遣。

2. 大規模破壊兵器が見つからなかった。小泉首相、国会で答弁不能に。
イラク戦争の反省なき日本が以下を推進するのか、反対するのか。
1. アブグレイブの国立種子貯蔵庫の破壊。2004年、モンサントやデュ

ポンから遺伝子組み換えの種子を無料で配布。知的財産権を保護す
るために・・「生活に絶望したシングルマザーにヘロインを差し出
すようなもの」（ブラウン『いかにして民主主義は失われていくのか』みすず書
房、2017年）インドの農薬自殺。

2. ブレマー法第81条。「特許、産業デザイン、秘密情報、集積回路お
よび種苗法」で「保護品種作物の再利用」の禁止。それまで「97%
のイラクの農家」が品種の栽培、多様化、貯蔵を自治的に行ってい
た。（ブラウン『いかにして民主主義は失われていくのか』）→イラク人が食
べないパスタ小麦が。。

3. ナオミ・クライン『ショック・ドクトリン』。チリのアジェンデ政
権をアメリカがCIAを使って弾圧以来、シカゴボーイズが経済改革
を導入。新自由主義の手口として、惨事便乗型資本主義。
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第三部
未来構想：ラディカルな食と農の思想を目指して



食と農の終焉？
1. 肝細胞から培養肉 チャーチル、北一輝などの

「夢」。「消化器官の退化」という進化。

2. ヴァーチャルリアリティで食事。 風、湿度、香料、
3Dプリンターゼリー、

3. 不食（サン・イーターor宇宙エネルギーであるプラ
ウナを食べる）cf: 秋山佳胤『不食という生き方』

（まとめ）屠殺と土が消える？ ベジタリアンが肉を食
べられる？ 地球温暖化の解決？
人工肉、植物工場



• 更に遠き将来に於て今日の化学者が実験
室の窓より予言しつゝある如く化学調合
の食物時代に入らば、是れ古来よりの理
想たりし所謂仙薬なり。人口は茲に消化
器の凡てを退化せしめ（若しくは痕跡を
止まらしめ）て三つの口の如く尾骶角の
如く全身の毛の如くならしむべし。是れ
台所の用を務めたる胃が大工場に移され
て腸の水道が下水を流さゞるの時なり。
下水の糠粕に真玉手を汚しつゝあるしお
三どんの肛門が化学者を家僕として菊花
の一つ紋を着けたる令夫人となるの時な
り。排泄作用の用なくなれる時なり。
『美』の理想は斯くて完たし
（北一輝『国体論及び純生社会主義』『北
一輝著作集 第一巻）』みすず書房、一九
五九年、一九八頁。

北一輝(1883-1937)



• 「チキンの胸の肉と足の肉を食べるためにこれを飼う
というようなバカなことは止め、この二つの部分を適
当な方法によつて別々に生育させることが可能になる
であろう。合成食物が将来摂取されるようになること
は疑いない」。また農業についても「新しいエネル
ギーが利用されるようになれば、農作物は太陽エネル
ギーに頼らずに生産されるようになるであろう。人工
輻射熱を発生させる爐を建設することによつて、世界
の穀倉地帯は移動し、牧場や畑の大半は公園や庭園と
化し、都市は拡張の余地に困らなくなるだろう」（中
野忠夫訳）チャーチル、ウィンストン『わが思想
わが冒険』中野忠夫訳、新潮社、一九五六年、一七五
頁。

→食の商品化の行き着く先として



食の根源――自然と人間の蝶番
1. 火の賜物＝消化容易な栄養素＝脳の発達（リ

チャード・ランガム『火の賜物』NTT出版）

2. 食物＝殺した生命＝人間はフンコロガシやミミ
ズのように「分解者」の仲間（拙著『分解の哲
学』青土社）

3. 内臓の派出器官としての台所（拙著『ナチスの
キッチン』共和国）歯と包丁、大腸と発酵

4. 文化の根源 土壌、気象、植物、動物、人間の
消化器官のチューブを通過する生きものたちの
祝宴。地域によって料理や食材が異なる。



食の未来：三つの道
1. 食という「面倒なもの」の終焉→多収入層のレ

ジャーとしての高級食。栄養確保だけの労働者
層（手塚治虫『火の鳥』のディストピア：一級市民
と二級市民の食事）

2. 食という「儲かるもの」の過剰な市場化→種子、
栄養素、加工、販売、欲望まで御膳立てされる
社会（バチガルピ『ねじまき少女』の世界）

3. 食という「楽しいもの」の復権→労働時間の短
縮→料理時間の増加→「縁食」（家でも職場で
もない場所で安価もしくは無料で食べる）の増
加→小規模の食の場所については、上からの
「安心・安全」設計よりも、信頼醸成を支える
設計へ。



縁食の思想

生命と人間との「縁」（関係性の偶然的発露）を土台
にした色のあり方を考える。縁には常に「漏れ」と「分
解」が必要となる。



先駆者ーー多重な「弱目的性」
安藤昌益『統道真伝』（1752年頃）
江戸時代の秋田藩が生んだ稀有なエコロジカル民主主義者
「無上無下」「無貴無賎」「漏れ」「直耕」（土と内臓を耕す）

D. モントゴメリー＋A. ビクレー『土と内臓』（原典＝2015年）
微生物の力による、土壌と内臓の活性化。中央集権ではない分散
モデルである「植物」の知恵。
食現象の拡張的考察
⇄化学肥料と農薬による世界的な土壌劣化の危機。国際土壌年
（2015）。大規模農業への警告。小規模農業の日本に追い風。が、
国際連盟総会で決議された「小農の権利宣言」（2018）に日本は
棄権。エネルギー源としての生ゴミ。
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分解とは何か
＊「生産」と「消費」の強制から脱し
た「分解」の根っこワーク。食の脱領
域的思想（藤原『分解の哲学』2019）。
＊あるものから属性を洗いとって、別
の属性の一要素にかえられるようにす
る現象への参加。＊「死の饗宴」への
参加。
＊モーターの高速回転に頼った燃料消
費的運動ではなく、膨大な微生物の力
を借りた分解運動を中心に据える。
＊分解しやすいものへの原料革命。
＊微生物の力を借りたエネルギー革命。
農薬、化学肥料、石油石炭を脱する
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M. Begon, J .L. Harper, C. R. Townsend『生態学』
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忘れられてきた分解decomposeの問題

生態系の三要素
ecosystem[1935]

生産者 producer

消費者 consumer
分解者 decomposer

物質循環material circulation

これらを「調和」
と語るのは間違って
いる。徹底的
な利己的行為の統率
なき共存、数値に置
き換えられない多様
性の保存に過ぎない。



縁食の思想
＊家族以外の人たちと緩やかに
食べる場所
＊新自由主義的ベーシックイン
カムや水道民営化への対抗。
ベーシックサービスの一つとし
ての「食べもの」
＊あらゆる必需品（とくに食、
住、水、空気）から商品の枠組
みを外す運動。
＊人間関係をデザインしない。
人間たちが居やすい「場所」だ
けを設計する。
＊子ども食堂と給食の発展
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縁食の特徴
• 食を過剰な商品化から解放する
• 食は人の緊張を解く、副交感神経を働かせる
• 優しさが人に属さない
• 恩着せがましくなり
• 優しさやケアが発露しやすい
• 人の感情が一方向ではない
• 無償の贈与にならない
• 守らなければならないものの制度設計だけが重要
• 弱い目的が多数併存する、強い目的はない
• 世代横断型のつきあいができる
• 植物の地下レストランと、人間の腸内レストラン（漏れのイメー
ジ）



1. 構造的暴力と感染症と食（ガザ地区の封鎖）
2. 雇用者と被雇用者の搾取の関係と、人間と自然の搾取

の関係。思想問題として本来同根ではないか。
3. 労働に関心をもつ人と、エコロジーに関心をもつ人は、

結びつきが弱い。蝶番として切実なのは衣食住、特に
食べもの（見せかけのエコロジーではない思想を求め
て）

4. 鶏は摂取したエネルギーを肉に持って行きやすいよう
に品種改良され、ゲージに詰め込まれ、免疫力が落ち
ているので、その結果インフルエンザにかかりやすく
なり、抗生物質が与えられ、抗生物質に耐性をもつ
もっと強烈なウイルスに突然変異する可能性が出てき
ている。鳥インフルの変異にどれほど危機感を抱けて
いるか？

全体のまとめ
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