
１．はじめに

食料問題は持続可能な開発目標（SDGs）にお
いても貧困に次ぐ目標として「飢餓をゼロに」が
掲げられている。しかし、十分な食料が存在する
といわれる世界において、今なお飢餓人口は８．２
億人と推計され、５歳未満児の１．５億人（２２％ 強）
が低体重に苦しんでいる。しかし他方では、５歳
未満児の３，８００万人が太りすぎであり、成人の肥
満人口は６億７，２００万人（世界成人の８人に１人）
へと増加し、世界各地において肥満と飢餓が併存
する状態となっている（FAO et al. ２０１８；Patel
２００７＝２０１０）。近年ではグローバリゼーションの
一環として貿易自由化と企業の海外進出が進み、
欧米先進国の食生活が途上国に移転されるという
「Exporting Obesity（肥満を促す食環境の輸出）」

（Clark et al. ２０１２）現象も指摘されるほど、肥満
問題はむしろメキシコやアフリカなど途上国、と
くにその貧困層においてより深刻な問題となって
いる（ODI ２０１４）。現在の食料システムにおいて
は、生産から消費までの距離が物理的にも社会的
にも一段と広がり複雑化し（「distancing（１）」Clapp
２０１４）、農業食料関連企業（アグリフードビジネ
ス）は商品連鎖における垂直方向および関連産業
にまたがる水平方向に統合し、ますますグローバ
ルに事業を展開している。１９８０年代に注目を集
めた巨大穀物商社に限らず、近年では加工食品産
業、スーパーなど小売産業、さらには農薬・種子
産業などにおいても、数社の多国籍企業によるグ

ローバル市場の寡占化傾向が強まり（Howard
２０１６）、これら大資本は地域的にもアジアやアフ
リカの途上国に、そして BOP（Bottom of Pyra-
mid）戦略などを通じて貧困層を含めたより幅広
い階層までも対象に、さらなる市場拡大を目論ん
でいる。

食料問題においては従来、農業生産・貿易によ
る供給量と、食料の適正配分とが主眼に置かれて
きたが、上記の事象からも、食料の需給量やその
配分に注視するだけでは現在の食料問題を解決で
きないことは明らかであろう。むしろ「開発」や
「経済成長」の一環として資本が農業や食料部門
に参入し、資本の論理が食料部門にも影響してい
ることを考慮すべきである。つまり、現在の食料
問題は、商品作物を生産する農業、農産物を原料
とする製造業としての食品産業、外食・中食を含
む流通・小売業、さらに関連する資材産業、商社
や金融業など、多数の産業が絡み合って食料を供
給する「資本主義的食料システム（capitalist food
system）」（Holt-Giménez ２０１７）における問題と
して捉え直すことが重要であろう。資本主義経済
においては、生命の糧であった「食」は利潤追求
のための「商品」へと転化し、農業と食料部門も
資本蓄積体制に組み込まれ、そこに資本主義社会
における政治経済的力学が作用していることを直
視しなければ、現在の食料問題の根幹を見極め、
その改善策を考えることはできないだろう。

本稿は、現在の農と食を、資本主義経済におけ
る動向や力関係（power relation）を含む構造の
中に位置づけて、その問題を解明するための視座
を提起することを目的としている。

本稿の構成は以下の通りである。まず第２節で
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は、近代化に伴う農業・食料の変容を対象とした
研究潮流として、資本による農業の包摂、アグリ
ビジネス論、そして食と資本主義の歴史を捉える
フードレジーム論の先行研究を整理する。次に第
３節において、食料システムが資本主義的生産様
式へ移行した具体例として、近代以降の日本にお
ける製粉・製油・製糖業の発展を取りあげ、その
過程で成長した総合商社や大手食品企業などの動
向と食の変容とについて概観する。最後に第４節
において、現代資本主義の構造的変化である「金
融化」に着目し、そこに農と食も巻き込まれた「農
業・食料の金融化（financialisation of food and
agriculture）」とその影響を検討する。

食料問題は、人口増加や経済成長が需要を増や
し、農業生産が資源や環境の制約によって供給量
を十分拡大できない問題として捉えられがちだっ
た。しかしながら、近代以降、農業と食料システ
ムも資本主義経済社会に組み込まれている。その
ため、食と資本主義の歴史を捉え直すことで、資
本蓄積体制に組み込まれた農と食に関わる政治経
済的諸関係を解明し、食料問題の根幹を見極める
ことができるのではないだろうか。本稿は、資本
主義的食料システムの形成過程と現状を解明する
ための研究潮流を整理することで、過去半世紀間
に生産拡大と技術革新があったにもかかわらず達
成し得なかった「飢餓をゼロに」との目標へ向かっ
て新たな一歩を進めるために必要な視座を提起し
ようとするものである。

２．資本と農業・食料に関する研究潮流（２）

第二次世界大戦後における農業の近代化・大規
模化による生産量の増大にもかかわらず食料問題
は解消されなかった。旧植民地における飢餓問題
に加えて、まだ冷戦中の１９７２～７３年に、米国か
ら当時のソ連へ大量の小麦・飼料作物が売却さ
れ、小麦・飼料穀物・大豆などの価格暴騰を引き
起こす事件が起こった（「大掛りな穀物奪取（great
grain robbery）」Morgan １９７９＝１９８０, p.１５）。世
界穀物市場を大混乱に陥れたこの巨大取引が、米
国政府も把握できないまま数社の民間穀物商社に
よって行われたとして、カーギル、コンチネンタ
ル、ルイ・ドレフュス、ブンゲ、クックなどの「巨大
穀物商社」に注目が集まり、その巨大な権力と動向
に批判が高まった（Trager１９７３＝１９７５；Morgan
１９７９＝１９８０； Gilmore １９８２＝１９８２； Kneen

１９９５＝１９９７など）。
このような農業・食料部門における矛盾の噴

出、穀物商社をはじめとするアグリビジネスの影
響力の露呈により、食料問題は土地や生産量の不
足ではなく、より構造的な政治経済的諸関係に
よって引き起こされていることが市民社会からも
指摘され始めた（Lappé and Collins１９７９＝１９８２；
Lappé et al.１９９８；George１９７７＝１９８４など）。

学術界においても、従来の「食＝農＝農村」と
いう理解、食料問題とは農業生産の問題であると
いう認識を超えて、新しい研究潮流が展開される
ようになった。１９７０年代後半以降、米国の農村
社会学分野にマルクス主義的政治経済学の観点が
導入されたことから、「新しい農業社会学」そし
て「農業・食料社会学（Sociology of Agriculture
and Food）」分 野 が 誕 生 し た（Friedland et al.
１９９１；Bonanno ２００９；立川２０１３、p. ２４５）。戦前
からマルクス経済学が農業研究にも大きな影響を
与えていた日本と異なり、米国ではこの頃まで土
地交付大学の研究体制内でその影響は薄く、遅れ
ばせながら１９７０年代後半から書籍の英訳を通じ
て「再発見」されたマルクスやカウツキー、チャ
ヤノフ、ウェーバーなどの古典的研究の理論的影
響を受け、さらにウォーラーステインなど批判的
思潮の盛り上がりの影響も受けながら、「新しい
農業社会学」が形成された。そこでは、農業や食
料供給システムが経験していた大きな転換の中
で、どのような政治経済的力学が働いているの
か、あるいはその変化に対してどのような対抗的
方策を関係主体が講じようとしているのかが盛ん
に議論され、フードレジーム論、商品連鎖分析、
アクターネットワーク分析など、マクロからメ
ソ、ミクロ・レベルまでさまざまな理論的枠組み
が構築された（Buttel et al. １９９０＝２０１３；Buttel
２００１；立川２００３、p.１０）。

多方面に展開された理論や実証研究のうち、本
節ではとくに資本と農業・食料との関係に取り組
んだ３つの研究潮流を概観する

⑴ 資本による農業の包摂

第一に、農業生産への資本の関わりや、農業生
産の資本主義的発展についての研究潮流があっ
た。従来、農業は、農民自身が作物の生産からそ
の保存・加工、必要に応じて販売までを一貫して
手がけていた。農民は、農作物だけでなく、農業
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に使う道具や肥料なども自分で作り、多くは種子
も自分で採種し、関連の知識も自ら蓄積し、世代
を超えて継承していた。すなわち、農業とは自立
した営みだった。しかし、農業の工業的・資本主
義的発展に伴い、農民的営みが大きく変容してい
くこととなった。

古典的理解によれば、農業の資本主義的発展と
は農業そのもの（農家経営）の資本主義化であり、
経営内に資本・賃労働関係が形成され、資本主義
的に発展する大経営と、衰退・撤退し農業労働者
化する運命にある小経営とに両極分解する歴史的
傾向が盛んに論じられていた。しかし、そうした
傾向がなかったわけではないものの、総じて、発
達した資本主義諸国でも小経営・家族経営が広く
残存し続けたことから、あらためて農業の資本主
義的発展を「農業経営の資本主義化」ではなく「資
本による農業の包摂」として捉え返し、その「包
摂」の具体的なメカニズムを明らかにする研究が
進められることとなった。

実際、資本主義的な農業生産過程では、小経営・
家族経営を含め、道具や農業資材・種子を市場で

（あるいは農産物の販売先等の契約企業から）購
入し（Kloppenburg ２００４）、農業知識も大学・研
究所や企業など外部から導入し（Lacy and Busch
１９８３）、生産した農産物は別の業者（多くは企業）
が貯蔵・加工して販売する。こうして農民から切
り離された部分は農業食料関連企業（資本）の手
に渡り、それによって生じる農業生産や農民・農
業労働者への影響が解明された（Friedland et al.
１９８１；Friedland１９９１）。

こうした資本（工業）による農業包摂のプロセ
スを、グッドマンら（Goodman et al.１９８７）は「占
有（appropriation）」と「代替（substitution）」という
概念で理論的に捉えた。すなわち、農業の直接的
生産過程（農作業）を農民の手に残したまま、農
業生産における有機的な管理が化学肥料や農薬、
ハイブリッド種子など工業的生産物に置き換えら
れるというように、農業生産過程が資本による工
業生産システムによって分断され「占有」される
現象に着目した。さらに、動物油脂が植物油脂
に、砂糖が異性化糖に、天然繊維が合成繊維に置
き換えられることによって、原料成分が化学合成
品等に「代替」されるという現象に着目した。自
然条件や地域性によって限定されていた物質を、
工業的に製造できるもしくは加工しやすい物質に
代替することによって、資本は特定の動植物原料

へ依存した硬直的な需給構造を克服するととも
に、原料の個別性に制約されない均質な製品の安
定的供給を可能にした。

農業が資本主義的性格を強めるとともに、農
（farming）は農業（agriculture）へと変化し、農
産物は市場へ販売される商品へと転化＝商品化

（commodification）した。そして、人々が食する
「食べもの（food）」は、食品・非食品工業へ供
給される「原料（raw materials）」へと転化し、
農民は食を生産する自立した存在から、資本が率
いる工業へ原材料を供給する部門へと転じたこと
が議論された（Bernstein２０１０）。こうして一つ
の商品生産システムとしての性格を強める農業の
構造と展開を分析するためにフリードランドらが
提唱し、カリフォルニアのレタス産地などを対象
に実証を試みたアプローチが「商品システム分析

（commodity systems analysis）」である（Fried-
land et al. １９８１；Friedland１９８４）。彼らは特定の
作物部門に注目し、①労働過程（農場での生産慣
行や栽培技術）、②生産者の組織化（他のアクター
との関係）、③農業労働力の調達と農場労働者の
組織化、④科学技術の適用（科学研究の動員と農
業生産への影響）、⑤マーケティングと流通（農
場から出荷・販売された農産物の取扱い）という
５つの切り口から商品システムを分析し、資本に
よる農業の包摂過程とその影響を捉える一つの有
力な視座を確立した。その後、多くの研究者によ
り肯定的・批判的に継承されてきたが、たとえば
ディクソンは、生産面に偏った従来の商品システ
ム分析に、消費の視点や商品が有する社会文化的
意味を取り入れた分析の必要性を提起し（Dixson
１９９９；２００２）、後にフリードランドもそれを受け
入れた（Friedland２００１）。

⑵ アグリビジネス論

第二に、農業の近代化・工業化に加えて、１９７０
年代初頭の「大掛かりな穀物奪取」によって露呈
した巨大穀物商社をはじめとする巨大アグリビジ
ネス群の存在と農業に対する影響力について注目
が集まり、その調査と分析が取り組まれた。例え
ば、ヘファナンら米国ミズーリ大学の研究者を中
心に、企業の合併・買収（M&A）など各種の企
業情報から農業食料産業における企業の集中度お
よびその構成が具体的に調べられた。そして、特
定の商品を生産（川上）から消費（川下）まで線
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上にたどるだけでなく、関連産業も視野に入れた
「商品コングロマリット分析（commodity con-
glomerate analysis）」が行われた（Heffernan and
Constance １９９４；Bonanno ２００９）。これにより生
産から消費まで掌握する「垂直的統合」および関
連産業に多角的に事業展開する「水平的統合」を
通じて市場での影響力を強める企業・企業グルー
プの存在と事業戦略が明らかにされた。コナグ
ラ、カーギル、ADM、フィリップ・モリスやタ
イソンなど垂直・水平両方向に展開された企業群
を体系的に調査することで、穀物商社と食品産
業・畜産業が巨大な企業クラスターを構築し、大
豆やトウモロコシの集荷・倉庫・エレベーター事
業から、飼料製造、養鶏、屠殺・パッキングま
で、しかも鶏だけでなく豚・牛・羊・七面鳥など
幅広い産業にまで支配力を広げながら、その配下
に農業を従えている構造が明らかにされた。

巨大アグリフードビジネスに関する社会学・政
治経済学からの研究はその後も多くの研究者に
よって継続的に行われてきたが、なかでも M&A
の様子や市場集中度をビジュアル化するとともに
米国を事例に対抗の方策を論じたハワード（Ho-
ward２０１６）や、巨大企業の政治的アクターとし
ての影響力を道具的・構造的・言説的な力として
概念的に分析したフックスとクラップ（Fuchs
２００７；Clapp and Fuchs２００９）はアグリビジネス
研究の今日的発展に大きく貢献した。

⑶ 食と資本主義の歴史（フードレジーム論）

資本が農業に影響を与えている現状を明らかに
した上記２つの研究潮流に対して、より歴史的か
つ政治経済学的なアプローチとして、資本主義的
世界経済における資本蓄積体制の形成・発展・変
容の核心部に農業と食料を位置づけたのが「フー
ドレジーム（Food Regime）」論である（３）。従来
の経済学（政治経済学）では、農民層分解や農工
間分離など、農業と工業を分けて考える傾向に
あった。また、開発・発展をめぐる論争は世界的
に展開する資本を一旦切り離し、国家・国民経済
を分析単位にとらえるのが一般的であった。そこ
へ「世界資本主義論一般の中に農業や食料の部門
を位置づけようとし」（記田２００６、p.１９２）たと
ころにフードレジーム論の特徴がある。

近代化の始めから国境を越えて展開していた世
界経済と国民国家の枠組みを、農業・食料から捉

え直すために、フリードマンとマクマイケルは
１９８９年に論文「Agriculture and the State Sys-
tem: The rise and decline of national agricul-
tures, １８７０ to the present（農業と国家システ
ム：国民農業の盛衰、１８７０年から現在まで）」

（Friedmann and McMichael１９８９）を発表した。
ウォーラーステインによる近代世界システム論

と、アグリエッタらによるレギュラシオン理論も
参照しながら、フードレジーム論では、資本主義
の始まりから現在に至るまで、基礎的な賃金財で
ある食料の世界的な調達（生産・供給）体制の確
立を通じて資本蓄積体制が安定的に調整された画
期として次の３つのレジームが措定されている。
まず、第１次フードレジーム（１８７０～１９１４年）
は、米国・豪州などいわゆる新大陸植民地（set-
tler-states）において世界市場へ出荷する商品（世
界商品）としての小麦が生産され、産業革命を進
めていた欧州諸国で賃労働者を養うために安価な
食料として輸入されるという、国際的分業＝貿易
体制を示している。その後、両大戦間期のレジー
ム危機＝移行期を経て、第二次世界大戦後には、
新たな覇権国となった米国を中心とする第２次
フードレジーム（１９４７～７３年）体制が形成され
た。その要諦は農業の近代化（工業化）を進めた
米国で過剰生産された小麦や大豆が主に「食料援
助」として――後に商業ベースで――日本などの敗
戦国や途上国に大量に輸出された（Friedmann
and McMichael１９８９）。しかし、１９７０年代の穀物
価格危機とブレトン・ウッズ体制の終焉――米国
覇権のゆらぎ――を機に第２次フードレジームは
危機を迎えた。それに代わるレジームについて
は、論者によって「第３次フードレジーム」を画
定できるか否か、またその特徴について、論争が
続いている。新自由主義的な農政転換と WTO 体
制が調整される中で、欧米系およびその他の地域
出身の多国籍アグリフードビジネスがグローバル
に事業展開している現在を「グローバル・コーポ
レート・フードレジーム」（McMichael ２００５）と
捉える議論もあるが、他方では対抗軸としての環
境保護運動や消費者の健康も影響力を持つ「コー
ポレート＝エンバイロメンタル・フードレジー
ム」（Friedmann２００５）と捉える議論、多国籍企
業の影響力よりも国家・国家間関係を含めた新自
由主義的なグローバル構造転換に今日的特徴を見
いだそうとする「ネオリベラル・フードレジーム」

（Pechlaner and Otero ２０１０）、あるいは第４節で
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取りあげる「農業・食料の金融化」を第３次フー
ドレジームの特徴として措定する議論（Burch
and Lawrence２００９）もあるほか、そもそも第３
次フードレジームと呼べる安定的な資本蓄積体制
が調整され得たか否かについても議論が分かれて
いる。

フードレジーム論では、国境を越えた商品連鎖
をめぐる農業と資本、農民・企業・労働者・消費
者の複合的な関係に注目するため「農業・食料複
合体（agri-food complex）」というサブ概念が提
起され、とくに次の３つの複合体が提示された

（久野２００８、p.８８；中野編１９９８、p.４―７によるま
とめ）。

① 北米の入植者家族農家が世界市場へ出荷す
るために生産した小麦をめぐる「小麦複合
体」《小麦生産→穀物エレベーターによる
集荷・保管→製粉→パン・パスタ・シリア
ル等の小麦製品の生産・販売へと連なる連
鎖》。

② 特に第２次フードレジーム期に急成長した
大豆・トウモロコシを飼料とする畜産をめ
ぐる「家畜＝飼料複合体」もしくは「大豆・
トウモロコシ・畜産複合体」《大豆・トウ
モロコシ等の飼料作物生産→集約型・加工
型畜産（繁殖→フィードロットでの肥育）
→と畜・枝肉処理→食肉の加工・販売へと
連なる価値連鎖》。

③ 当時のフォード主義的な社会統合のあり方
を象徴する耐久消費財のように、「耐久食
品」（＝加工食品）が大量生産・大量消費
される「耐久食品複合体」《大豆・トウモ
ロコシ等の油糧作物や果実・野菜などの生
産→それらを原料とする加工・冷凍食品の
生産・販売へと連なる価値連鎖》。

これらフードレジーム論で用いられた複合体の
概念は、他の商品連鎖分析と同一視されることも
あるが、大きく異なるものである。商品連鎖分析（４）

には、組織論や国際ビジネス研究でのそれを含
め、対象とする商品を扱う企業間での力関係や、
より付加価値の高い部門への移動を目指すための
分析など、商品連鎖（チェーン）の線上における
主体間の関係に注目した研究が多い。

これに対して、フードレジーム論における農
業・食料複合体概念は、他の商品連鎖分析と同じ
ように特定の農産物の生産から食品の消費までを
取り扱いながらも、その連鎖上もしくは連鎖内部

での動きより、むしろ、その複合体からの働きか
けによって新たな国際分業や階級関係を形成しな
がら世界経済における資本蓄積体制を増強してい
るダイナミクスに着目している点が特徴的だ。例
えば、「大豆・トウモロコシ・畜産複合体」は、
この複合体が発展するに伴い、従来の小規模な有
畜混合農業が廃れ、新世界における大豆・トウモ
ロコシの輸出向け工業的農業と、それを輸入した
欧州における加工型畜産業の発展、そして大量生
産された肉や牛乳から「食品（edible commodity）」
を大量生産する食品産業へと「農と食の変容」を
促したことを明らかにした。併せて、農業資材・
種子企業から飼料製造・食肉加工、流通、食品加
工・外食産業までの各段階で関連企業が成長する
に伴い、農業を工業化するとともに関連する諸産
業が発展し、世界経済における資本蓄積体制を増
強したことが指摘されている（Friedmann１９９１；
Friedmann and McMichael１９８９）。こうして「資
本主義的食料システム」（Holt-Giménez ２０１７）が
形成されてきた。食料を消費する側においても、
放牧牛のステーキを食することができる一部の高
級層と、加工型畜産・食品産業・外食産業が大量
生産した安価なハンバーガーを食する大多数の中
間層と、その原料を生産しながらも肉をめったに
口にすることが出来ない貧困層というように、
「階級別の食生活（class-differentiated diets）」

（Friedmann１９９１, p.８８）が形成された。
このように、農業・食料複合体が「能動的」に

大規模な工業的農業の発展を促し、その工業的農
業が大量生産した「原料」をもとに、大資本が率
いる穀物商社、食品加工、外食産業などが「食品」と
いう利潤目的の商品を大量生産・大量供給すると
いうダイナミズム、農業・工業・食料が絡み合っ
た複合体が世界経済において資本蓄積体制（レ
ジーム）を調整するダイナミズムを、資本主義社
会の政治経済史に位置づけて捉えられる点が、
フードレジーム論の農業・食料複合体概念の強み
と言えるだろう。

しかしながら、既存のフードレジーム論は世界
経済を視野に入れながらも、欧米圏、とくに米国
を中心とした事象に基づき構築された理論枠組み
であるがゆえの限界を持っている。現在では、中
国を含む東アジアが世界的な油糧種子の大輸入地
域となり、加工食品や動物性食品の大生産地域と
なっている。旧来の基礎食料に加えて、輸送・貯
蔵や食品加工・包装における技術の発展にも支え
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られ、近年は生鮮果実や野菜、加工度の高い食品、
中間食材の貿易も含めて、食料の調達網は世界的
により大きく・より複雑に拡張している。また、
食料システムにおける資本も欧米系のアグリフー
ドビジネスに加えて、日本の総合商社や、タイの
CP グループ、中国の COFCO グループなど、ア
ジア系の新興アグリフードビジネスも台頭し、新
旧大資本が絡み合い競合・協調する、より複雑な
構造を呈している。そのため、日本を含むアジア
の文脈でフードレジーム論を再考することが求め
られている（５）。欧米とは異なる地域において、欧
米より遅れて資本主義化した地域における事例を
元にフードレジーム論を再検討することで、その
理論枠組みをさらに発展させることに寄与できる
ものと期待される。

３．日本における近代的製粉・製油・製糖
産業の成立と発展――資本主義的生産様
式へ移行した食料システムの一事例と
して

本節では、日本における製粉・製油・製糖業の
近代化および小麦・大豆など穀物・油糧種子の輸
入拡大の歴史的事例を概観し、これをフードレ
ジームの枠組みに位置づけて考察する。このこと
により、所得水準が上昇すると砂糖や油脂、動物
性食品（食肉・卵・乳製品など）の消費が増加す
るという、いわゆる「食の高度化」による需要拡
大および人口増加に対する食料安全保障のためと
いう通説的な要因よりも、むしろ、近代的国家と
しての政策決定および資本主義的生産様式へ移行
した食材・食品産業などの動向が食料需要の拡大
を促してきたことを捉えるための視座を提起でき
るだろう。

１９世紀まで鎖国政策により食料をほぼ自給し
ていたにもかかわらず、開国して世界経済に繋
がった日本は、欧米を中心とするフードレジーム
において世界商品として出回っていた小麦や砂糖

（洋糖）の輸入を開国直後から増加させ、やがて
自らも満洲や台湾に進出して大豆や砂糖を世界商
品へと発展させることに寄与した。これは日本が
世界的なフードレジームに組み込まれつつ、輸入
原料を活用して製粉・製油・製糖業を近代化さ
せ、やがては日本を中心とした第１次フードレ
ジームを形成した過程として捉えることができる

（第１項）。日本の近代化、後には日本の帝国主義

政策を支えた財閥（後の商社）と大手食材企業は、
第二次世界大戦後には主に米国から大量に輸入さ
れた穀物・油糧種子の受入主体となり、戦後日本
における「食の高度化」を促進した。米国覇権下
の第２次フードレジームに日本が組み込まれたこ
とは先行研究でも指摘されているが、本稿では、
日本側からの積極的な動きにも注目したい（第２
項）。当時輸入が増大した穀物・油糧種子の食料
自給率は現在でも低く、総合商社が主にその輸入
を取り扱い、製粉では日清製粉と日本製粉、製油
では日清オイリオと J-オイルミルズ、製糖では三
井製糖、日本甜菜製糖、日新製糖など、近代化の
初期に起源を持つ大手企業が現在でも高い市場占
有率を維持している。そして近年は、日本の資本
主義的発展に伴い成長した総合商社や大手食品企
業がグローバルに展開し、開発途上国における食
の高度化・多様化を促しつつ、さらなる発展を事
業戦略として掲げている。つまり、グローバル・
コーポレート・フードレジームとも目される枠組
みの中で、積極的にグローバル展開していると考
えられるだろう（第３項）。

この日本における歴史的事例は、近年および今
後の開発途上国における類似事象を解明するため
のモデルを提示できると期待される。近年、中国
やインドなど新興国においても、経済成長による
「食の高度化」によって食料需要が拡大している
との説明が繰り返されている。似たような事象
は、今後アフリカなどでも増加すると予期されて
いる。しかし、本節が提示する日本における先例
に基づき考察することによって、新興国における
食料需要拡大の事象も、資本主義的食料システム
に組み込まれたときの変化として解明できるだろ
う。例えば、近年の中国における大豆など油糧種
子の輸入急増や加工型畜産の発展も、所得増加に
よる消費者の嗜好変化というより、資本主義的世
界経済に組み込まれたことによる食の変容と考え
られる（Hiraga２０１２）。

⑴ 近代製粉・製油・製糖産業にみる、日本を中
心とした第１次フードレジームの形成

本項では、食品産業史をまとめた中島常雄や笹
間愛史らによる研究蓄積（中島編１９６７；笹間
１９７９；１９８１）を中心に、財閥・総合商社の既存研
究や関連企業の社史から、近代日本において輸入
原料に依存した小麦粉・大豆油・砂糖の供給体制
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が大資本主導で形成された過程を概観する。加え
て、これら日本の歴史的事例を世界的なフードレ
ジームに位置づけて考察する。

小麦は１９世紀頃から、産業革命を推進する欧州
都市部の賃労働者を養うために、まずは南部ロシ
ア、やがて北米から輸出され、世界市場で扱われ
る商品になったとして、第１次フードレジーム

（１８７０～１９１４年）の考察でも中心的に取り上げら
れ た（Morgan１９７９＝１９８０；Friedmann１９９１）。
製粉業は蒸気機関でローラー製粉機を稼働する機
械工業へと移行し、小麦粉の貿易や大規模製パン
工業の発展を促した（Winson ２０１３, p.２２）。こう
して、小麦や小麦粉が世界商品へと発展していた
国際貿易体制の中に市場を開いた日本は、明治初
期から小麦粉を輸入し始めた。米国から輸入され
た機械製粉の真っ白な小麦粉が「メリケン粉」と
称されたのは周知の通りである。日本でも以前か
ら小麦は栽培されており、江戸期には各地で生産
された小麦が主に麺類製造の一環として小規模に
製粉されていた。そのような「うどん粉」と呼ば
れた在来の小麦粉と、開国後輸入された「メリケ
ン粉」は質的にも量的にも異なり、輸入小麦粉は、
まずは製菓や軍用ビスケット・乾パンなど、量産
的な二次加工産業を大口需要者として本格的な消
費市場を日本に確立した（中島編１９６７、p.８）。
軍用ビスケットは西南戦争や日清戦争から使われ
たが、日露戦争から本格的に使われ、小麦粉の需
要拡大を促した。日本においても外国から製粉機
を取り寄せて近代的な製粉工場が建設されたが、
国内の小麦生産は製麺業や醸造業など在来産業と
結びつき各地に分散していたため、機械製粉工場
が求める大量の原料を調達できる集荷ルートが国
内に確立しておらず、そのため、近代的な大規模
製粉企業は当時から原料を大量調達できる輸入小
麦に依存する傾向がみられた。その後、財閥系商
社が輸入した小麦を、日本で製粉する近代的製粉
産業が成長し、やがて今日まで続く日本製粉

（１８９６年創立。戦前は三井系）と日清製粉（１９００
年館林製粉として創立。戦前は三菱系）の二大製
粉資本による寡占体制の基礎が築かれた。

大豆は開国後、肥料用に満洲産大豆粕が大量輸
入されるようになり、やがて満洲産大豆を原料に
日本の大工場で搾油する近代的製油産業が発展し
た。日本では、近代以前にもエゴマやナタネなど
から搾油が行われていたが、手工業に留まり、油
は食用というより主に灯明用として使われてい

た。開国後、農業の近代化を推し進める政府が購
入肥料を多用する「明治農法」を推奨した際に（牛
山２００３）、当時大豆の主要産地であり大豆の搾油
を始めていた満洲から、肥料用として豆粕の輸入
が始まった。特に日清戦争前後に満洲から日本へ
の豆粕輸出が急増し、満洲の「大豆経済」成長を
も促した（金子１９９１）。この新たな肥料原料に注
目した肥料業者の松下久治郎と、満洲への進出を
伺っていた大倉財閥とが１９０７年に設立したのが、
現在の食用油大手・日清オイリオの前身である日
清製油だった（日清製油１９６９）。もう一方の食用
油大手・J―オイルミルズの主な前身である豊年製
油は、国策会社・南満州鉄道株式会社の中央試験
所が設立した工場とベンジン抽出法の技術を、
１９１６年に鈴木商店に払い下げしたところから始
まる（豊年製油１９４４）。当時は日本を代表する財
閥であった鈴木商店の製油部は、その後、日本内
地にも横浜、清水、鳴尾に抽出法を備えた大工場
を建設し、第一次世界大戦による特需を得て１９１８
年頃に到来した日本の大豆搾油業全盛時代を牽引
した（増野１９４２）。しかし当時、日本国内では大
豆油がほとんど食用されていなかったため、油は
主に欧米市場へ輸出され、製油産業と貿易とを発
展させた。製油企業の技術開発と市場開拓の努力
の末、日本で大豆油が「日清サラダ油」や豊年「大
豆白絞油」として食用に市販されはじめたのは
１９２３～２４年になってからだった（日清製油１９６９、
豊年製油１９４４、詳しくは平賀２０１８参照）。

砂糖に関しては、日本は１６世紀後半から輸入を
始め、鎖国中も長崎を通じて特権的な問屋により
砂糖が輸入され続けていた。幕府による糖業奨励
に加え、薩摩藩などが藩財政のためにも琉球や大
島の農民を搾取しながら糖業によって利益をあげ
ていた。このように近代以前から砂糖の輸入や国
内生産も行われていたが、幕府の貿易独占や価格
政策もあり砂糖は希少な高級品に留まっていた。

世界的には、ミンツ『甘さと権力』（１９８５＝１９８８）
などの研究からも知られるように、植民地におけ
る奴隷制プランテーションによって砂糖の生産と
欧州宗主国への輸出が増え、古来貴重な薬だった
砂糖が、産業革命以降はとくに英国賃労働者の日
常食へと変化していた。砂糖が世界商品として確
立し、貿易が拡大されていたからこそ、開国した
ばかりの日本へ安価な輸入砂糖（洋糖）が流入し
たといえるだろう。とくに英国領香港から Jar-
dine Matheson 商会などにより精度の高い砂糖が
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輸入され、明治２０年（１８８７年）代には国内市場
の９割以上を洋糖が占めたほど輸入が急増した

（中島編１９６７、p.９４）。この洋糖の取引も三井物
産や鈴木商店などの日系商社が手がけていた。さ
らに、日清戦争後には日本の台湾領有により、植
民地の農民から安くサトウキビを買い上げなが
ら、台湾における近代的製糖業と砂糖販売を日本
資本が掌握し、日本への資本蓄積と植民地支配を
支えた。その旗艦企業として台湾製糖（今日の三
井製糖につながる）が設立され、１９３０年代後半
には、台湾製糖、三菱系の明治製糖、藤山系の大
日本製糖による寡占市場が形成されていた（高
橋・青山１９３８）。

以上に概観した、日本における近代的製粉・製
油・製糖産業の成立過程を世界的なフードレジー
ムに位置づけて考察してみると、これら食材産業
の近代化や穀物・油糧種子の輸入拡大は、国民の
食料安全保障を第一義とするというより、むしろ、
世界経済の中で資本主義的発展を求めた政策決
定、および財閥・商社や関連企業など大資本が牽
引した、近代的国家建設プロジェクトの一環で
あったと考えられる。

近代的製粉産業（小麦粉）については、大西洋
を囲む既存の第１次フードレジームに日本が後発
的に参入した。そして、製菓や軍用ビスケットと
いう製造業の大口需要に支えられながら、輸入原
料から大量に小麦粉を製造する機械制大工業とし
ての近代的製粉産業が、財閥など大資本と協調し
ながら発展したといえるだろう。

近代的製油産業（主に大豆油）については、満
洲の大豆生産と搾油業を活用し、財閥が牽引して
機械制大工業としての製油産業を発展させた。日
本政府の満洲進出の国策に則って、南満州鉄道、
財閥・政商、そして今日まで続く大手製油企業が、
日本に資本を蓄積しつつ、アジアの伝統食であっ
た大豆を世界的な貿易産品へと発展させた。これ
は、日本の政府と大資本が積極的に参画した、日
本を中心としたアジアの文脈における第１次フー
ドレジームの建設であったと考えられる（Hiraga
２０１５）。

近代的製糖産業（砂糖）については、日本が植
民地として掌握した台湾においてサトウキビを生
産させ、日本資本が台湾製糖業を牽引し、日本に
資本を蓄積したといえる。これは、第１次フード
レジームにおいて、欧州諸国が主に熱帯の植民地
でコーヒーや茶、タバコ、砂糖など労働者消費財

向けの原料や、綿花、ゴム、木材など工業原料を
生産させ、欧州の資本蓄積を支えていた構図に追
随したものと考えられる。

このように、１９世紀の開国後、世界経済に繋
がった日本は、後発資本主義国として急ぎ近代的
国家を建設するため、財閥や商社など大資本を活
用しながら、近代的食材産業を育成したことが見
て取れる。資本主義的生産様式へ移行した食材産
業は、国内農業による生産よりも、むしろ原料を
大量調達できる世界商品としての穀物・油糧種子
の輸入によって発展したといえるだろう。

⑵ 米国覇権下の第２次フードレジームにおけ
る、穀物・油糧種子の需要と輸入の拡大

第二次世界大戦後における、主に米国産小麦や
大豆の輸入拡大については広く知られているた
め、ここでは簡単に概観する。１９４５年の敗戦後、
米国覇権下に組み込まれた日本は、農業・食料部
門においても米国中心の第２次フードレジームに
組み込まれていった。

戦後、米国が過剰生産するようになっていた小
麦や大豆などを、食料援助として、後には商業
ベースで、政策的に大量輸出したことは、米国の

「小麦戦略」などとして知られている（高嶋１９７９；
鈴木２００３；関下１９８７）。主に米国側からの海外市
場拡大戦略としての輸出圧力が注目されることが
多いが、前項で概観した戦前までの日本における
製粉・製油・製糖産業の発展を視野に入れれば、
日系大手企業が米国からの原料輸入を積極的・能
動的に受け入れたことが推測されるだろう。実際、
豊年製油は１９４８年に米国産大豆を積んだ船が来
港したとき、これを盛大な大豆祭りを開催して歓
迎したほどだった（豊年製油１９６３）。１９５０年代半
ばからは、米国と日本の厚生省（当時）が協力し
て粉食を推奨する「キッチンカー・キャンペーン」
を展開した（高嶋１９７９）。後に「もっと油を摂り
ましょう」という「フライパン運動」を展開した
栄養改善普及会の設立には、日本の製粉、製油、
乳業、マーガリンなどの大手食品企業が関与して
おり、当初は厚生省外郭団体として発足した（栄
養改善普及会１９８２）。

日本側主体も参画した粉食や食用油の多用を促
す PR キャンペーンに加えて、日本が高度経済成
長期へ移行する頃には、小麦や油脂を多用する加
工食品産業や外食産業が発展し、家庭でもパン食
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や油料理を広める調理補助的な商品も相次いで発
売された（岩村２０１０；小塚１９９９）。さらには油粕
を飼料として多用する加工型畜産業が発展した。
やがて、戦後の財閥解体や管理貿易の制約を乗り
越えて再建した総合商社が食品産業や飼料・畜産
業に参入し、穀物・油糧種子の輸入から、製粉・
製油・製糖・飼料製造や食品加工、加工型畜産、
小売り・外食までを統合したインテグレーション
を組み立てていった（宮崎１９７２）。

戦後日本における事象は、経済成長に伴い「食
の洋風化」「食の高度化」が進んで穀物・油糧種
子の需要が拡大したため、国内生産では賄えず輸
入が拡大したと一般的には説明される。しかし、
フードレジームの枠組みに位置づけて考察すれ
ば、日本が米国覇権下の第２次フードレジームに
おける「小麦複合体」「大豆・トウモロコシ・畜
産複合体」「耐久（加工）食品複合体」に組み込
まれるなかで、より能動的に穀物・油糧種子の輸
入を拡大していったと考えられる。つまり、日本
側の商社や大手食品企業も積極的に米国モデルを
日本に「複製」し、世界商品の穀物・油糧種子に
基づく複合体に自ら「統合」されていったといえ
るだろう。

こうして、日本の近代化に起源を持ち、戦後にさ
らなる成長を遂げた日本の大手企業が、現在はア
ジアを中心とする海外市場に事業展開している。

⑶ 日系大資本のグローバル展開

現在日本の食料自給率は３８％ と先進国の中で
もかなり低い（カロリーベース総合食料自給率。
『食料需給表（平成２８年度）』における２０１５年の
確定値。以下同じ）。コメは現在でも１００％ に近い
自給率を維持しているが、小麦は１５％、大豆７％、
砂糖類３３％、飼料２８％（濃厚飼料は１４％）と低
く、とくに植物油は品目別食料自給率の中でも最
低レベルの２％ である。これらの穀物・油糧種子
を取り扱う食材産業の市場は、その多くが日本の
近代化の初期に起源をもつ大手企業による寡占状
態となっており、三菱商事、三井物産、伊藤忠商
事、丸紅など日本の近代化に関わった総合商社が
関与している（島田ほか２００６；川島監修２００９；
東洋経済新報社２０１６）。

日本は１９８０年代後半から、農業・食品産業を含
めて海外進出を促す政策を展開した。１９８５年の
プラザ合意後、１９８６年には「国際協調のための経

済構造調整研究会報告書」（「前川レポート」）が
政府に提出され、外国産農産物の輸入拡大を推進
し、同時に日本の農業食品関連企業の海外進出

（直接投資）を促進する政策が立てられた。とく
に、日本国内市場の成熟化・成長鈍化を見越して
新しい市場を求めていた食品産業の海外進出が一
気に進むきっかけとなった。日本の食品産業の海
外直接投資は、１９８１～８５年度期は５億ドル水準で
あったが、プラザ合意と前川レポート以降、１９８６～
１９９０年度期には３０億ドル、１９９１～９５年度期には
４２億ドルへと急増した（岡田１９９８、p.２０１）。

近年では、日本で成長した大手食品企業や総合
商社が、中国などアジア諸国を中心とした成長市
場への進出を一段と強めている。例えば、戦後日
本で誕生した小麦粉と油脂を多用する即席麺（イ
ンスタントラーメン）産業は、改革開放・貿易自
由化・規制緩和を推し進めた中国に進出し、１９９０
年代から短期間で中国を世界的な即席麺製造国に
押し上げた。これが中国の油糧種子・植物油の輸
入急増を促したとも考えられる（Hiraga２０１２）。

中国には、北米・南米産の穀物・油糧種子を取
り扱っている欧米系穀物商社が２０００年代頃から
沿海地域に大規模な搾油工場を建設して北米・南
米からアジアへの大豆輸出の流れを強化したとい
われているが、日系総合商社も北米・南米におけ
る穀物・油糧種子の生産および輸出強化を目指
し、積極的に投資を行った（Sano２０１６；Hall
２０１５）。単に、中国からの「需要拡大」に応えて
穀物取引量を増加させたというわけではなく、阮

（２０１２）が指摘したように「日系商社は、ブラジ
ルにおいて有力穀物集荷会社や穀物商社と提携、
もしくは出資や買収、港湾施設、大規模農場の買
収などを通して、ブラジルの農産物と流通システ
ムを手に入れ、一方、同時に中国では国内大手食
糧輸入会社・飼料会社・大規模農場と提携・出資
関係を結んだり、共同で大規模養豚事業や飼料事
業などを展開したりして、中国の需要を手に入れ
る」（p.１５１６）貿易・投資戦略を展開してきた。
つまり、供給と需要の両方を増強して事業拡大し
ているといえるだろう。なかでも丸紅は、「穀物
取扱数量総合商社ナンバーワン」であることを強
みとし（丸紅２０１７、p.６６）、２０１２年には中国が
輸入した年間５，５００万トンの大豆のうち、同社が
約２割を占める１，０００万トンを取り扱ったことを
報告した（丸紅２０１２、p.３８）。伊藤忠商事はとく
に中国・アジア市場での成長を強調しており、
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「中国最強商社」として「中国・アジアで稼ぐ」
戦略を打ち出し（伊藤忠商事２０１６、p.３,２３,４０）、
「アジア最大の農産物インテグレーターを目指し
ます」（伊藤忠商事２０１７、p.８４）と喧伝している。

中国の「食料需要の拡大」をフードレジームの
枠組みに位置づけるならば、マクマイケル（Mc-
Michael ２００５）が提起した「グローバル・コーポ
レート・フードレジーム」における一動向として、
多国籍アグリフードビジネスがグローバルに事業
展開する資本蓄積体制に、中国も取り込まれたと
考えられる。中国における大豆や油脂を多用する
食品産業や大規模な加工型畜産の拡大は、世界的
な「大豆・トウモロコシ・畜産複合体」「耐久食
品複合体」に組み込まれた動きといえるだろう。
欧米系多国籍企業だけでなく、中国自身も政府が
イニシアティブを取り COFCO など政府系企業
も使って世界的なフードレジームに参画している

（Belesky and Lawrence ２０１８）。そこに、日本の
総合商社や食品企業なども積極的に参入を図って
いるのである。日本の総合商社は、かつては日本
向けに原料を輸入し、国内では食材産業や飼料・
畜産業、食品加工・流通・小売・外食の発展を支
え、川上から川下までのインテグレーションを構
築するオルガナイザーとして重要な役割を果たし
てきた（前項）。その日本で培った経験を、現在
は中国およびアジア諸国を中心に、これからも成
長が見込まれる開発途上国をターゲットとしてグ
ローバル展開している。さらに、総合商社は独自
の金融機能も提供しており、その金融機能は近年
の経済環境の変化に伴い急速に深化・拡大してい
ると指摘されている（戸堂監修２０１４）。 次節では、
日本の資本および日系金融機関や商社なども参画
していると考えられる「金融化」を取り上げる。

４．現代資本主義における農業・食料シス
テムの金融化

英語圏の学術界におけるフードレジームの議論
は、米国を覇権国とする第２次フードレジームが
１９７０年代初頭に危機を迎えた後、それに代わる
レジームの有無や特徴をめぐる論争が続いてい
た。そこに、２００７～２００８年に主要穀物の国際価
格急騰が起こり、それを受けて「農業・食料の金
融化」をめぐる議論が盛んになった。本節では、
その中でも「農業・食料の金融化」を食と資本主
義の歴史の一環としてフードレジーム論に位置づ

け展開されている研究潮流を概観する。

⑴ 現代資本主義の構造的変化としての「金融化」
議論

金融の拡大現象を捉える「金融化（ファイナン
シャリゼーション financialisation）」にはさまざ
まな定義づけや議論が存在する（６）。古典的なヒル
ファディングやレーニンによる金融資本論とは別
に、２０００年ころから欧米の広義の政治経済学者
たちによって「金融化」もしくは「経済の金融化」
が議論されてきた。その多くが、エプシュタイン
による「金融化とは、国内および国際経済の運用
において、金融的な動機、金融市場、金融アクター
および金融機関の役割が大きくなること」という
定義に大枠では基づいている（Epstein２００５）。
特に１９８０年代以降、米国を中心に進展している
事象を小倉将志郎は「金融化アプローチ」と捉え
直し、次のように定義した。すなわち現在進行中
の「金融化」とは、①非金融企業、家計、さらに
は政府を含む、経済・社会全体のさまざまな領域
において、広義の金融の役割や影響力が量的・質
的両面で高まっていること、②グローバル化、情
報化、技術革新などにより、金融それ自体も発展・
高度化・進化していること、そして、③金融化は、
それら個々に現れる諸現象が複雑に絡み合い、相
互に依存し合いながら、一つの集合体として展開
していることが特徴的である（小倉２０１６、p.３―
５）。それは、単に「ウォール街・財務省複合体」
と称される金融界と政府の密接な関係や「大き過
ぎて潰せない（Too Big To Fail）」金融寡頭制の状
態だけではなく、現代資本主義の世界的な構造的
変化であり、経済全体において生産活動より金融
活動によって利益を上げようとする傾向であり、
そこには「金融権力（political power of finance）」
が作用していると考えられる（Johnson and
Kwak ２０１１＝２０１１；Krippner ２０１１；小倉２０１６）。
金融化による経済・社会への影響も多岐にわたる
が、ドーアは簡潔に、格差拡大、不確実性・不安
の増大、知的能力資源の配分への影響、信用と人
間関係の歪みの４点をあげている（ドーア２０１１、
p.７１）。

⑵ 「農業・食料システムの金融化」議論の展開

資本蓄積体制に組み込まれた農と食も、経済の
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金融化から無傷ではいられなかった。とくに資本
主義的食料システムとして、農業・食料が多種多
様な産業によって構築されている現在、その生産
から消費までの各段階において金融化が起こって
おり、これを「農業・食料の金融化（Financialisa-
tion of Food and Agriculture）」と称した議論や
研究が展開されている。

直接のきっかけは、国際金融危機に前後して起
こった、２００７～２００８年の食料価格高騰、ならび
にその影響を受けた「農地略奪（land grabbing）」
と呼ばれる、主に外資による大規模農地取得の動
きだった。国際取引市場において主要穀物の価格
が高騰した要因については、人口増加やバイオ燃
料による需要拡大、もしくは天候不順や石油価格
高騰という供給側の要因、そして１９８０年代から
の規制緩和による商品（コモディティ）取引市場
への投機マネーの流入などが原因として議論され
ている。

市場における価格高騰や農地収奪をきっかけと
しながらも、「農業・食料の金融化」は、農業・
食料を資本主義の歴史に位置づけても議論され
た。農村研究に関するあるハンドブックでは、
「農業・食料の金融化」が欧州中心の植民地主義
時代に起因し、第二次世界大戦後における米国中
心の金融システム構築および資本のグローバル展
開を経て、アグリフードビジネスによる金融活動
が農業・食料分野の本業以上に活発となったこ
と、また農業・食料分野においても企業そのもの
が投機対象となり、買収された企業が株主利益重
視の企業行動に切り替えざるを得なくなっている

こと、さらには商品取引市場における農業・食料
関係のデリバティブなど金融派生商品が増加し、
投機対象としての農地への投資も増大したことな
どが紹介されている（Gertel and Sippel２０１６）。

フードレジームの枠組みに金融化を位置づけた
議論も活発に行われ、第３次フードレジームの枠
組みで農業・食料の金融化を議論したローレンス
らはその後もオーストラリアを中心に金融化に関
する調査・研究を進めている（Burch and Law-
rence ２００９；Clapp ２０１４）。「食と資本主義の歴史

（food and capitalist history）」（McMichael２０１３）
を課題とするフードレジーム論も再燃し（７）、金融
化により、農業・食料がまさに資本の投資・投
機・技術革新の中心になったとの議論（Fried-
mann２０１６）などが加わった。

農業・食料の金融化論における第一人者でもあ
るクラップは、近著で金融化と食料システムとの
関係を表１のようにまとめた（Clapp and Isakson
２０１８）。注目すべき点として、第一に、農業・食
料が新たな資本蓄積の領域と目されていることで
ある。具体的には、農地が投機の対象として注目
されたり、商品先物取引において食料がインデッ
クス取引など新たな金融派生商品とされたりする
ことである。そこでは、農地や穀物も抽象化され
た金融商品として、ただ利ざやを稼ぐことを求め
る投機の対象として取引されることになった。そ
の結果、農地や食料の価格が高騰したり、その取
引市場が不安定化したりする。第二に、経済の金
融化の一環として企業の生産性向上より短期的な
株主利益を重視する傾向は、アグリフードビジネ

表１ 金融化と食料システム変化の相互的影響

金融化の様相 金融化の食料システムへの影響 金融化が進行するメカニズム 直接的な結果の可能性

資本蓄積の新
たな領域

食料、農業、農地の金融商品へ
の抽象化、金融市場の規制緩和

商品取引・農地取引における投
機の増加、インデックス・ファ
ンドやデリバティブに基づく保
険など新たな金融派生商品

食料価格の騰落・不安定化、農
地価格の高騰と農民の締め出
し、環境劣化、農業食料労働者
から金融への価値の再分配

株 主 価 値
（shareholder
value）の重視

企業の第一目的は株主への利益
還元という認識の強まり

生産的投資より株主配当への利
益支払い、合併・買収の横行

企業の集中（寡占化）、費用の
外部化、生活・雇用の不安定
化、工業的農業の再強化

日常生活の金
融化

国家の新自由主義的再構成、リ
スク管理の自己責任化

個人年金向け投資商品の大量販
売、消費者・生産者向けの個人
金融サービス

金融サービス提供者への依存、
金融的利益への個人関心の移
行、農民・消費者の不安定化

（出所）Clapp and Isakson（２０１８, p.２０）より筆者翻訳。
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スにおいても顕著であることだ。例えば、農薬・
種子産業、食品産業、スーパーなど小売業、外食
産業など、農業・食料システムの各段階において、
より巨大な多国籍企業による国際市場の寡占化が
進んでいるが（Howard２０１６）、これも金融化の
影響を受けた動きと考えられる。また、株主利益
を重視するために、食品の品質リスクや労働者、
環境などへ負荷が外部化され、経済的効率を最優
先とした、持続不可能な工業的大規模農業が改め
て強化されることも懸念されている。第三に、生
産者や消費者などの日常生活において、公的な支
援が削減され「自己責任」が強調される傾向があ
る。例えば、農業生産に関わる研究や融資に向け
られる公的資源が削減され、生産者は私有化され
た資源を購入したり、経済的リスクに個人的に対
処したりすることを強いられる。また、消費者も、
健康や医療の確保が「自己責任」となったり、貯
蓄や年金がより複雑な金融商品取引に取り込まれ
たりすることで、その生活が不安定となることが
懸念されている。このような農業・食料の金融化
による総合的な影響として、食料システムにおい
ても限られた金融エリートに富と権力が集中して
格差が広がること、短期的な株主利益を求める金
融経済において、より長期的で持続可能な農業と
食料を求める社会運動を弱体化させること、また、
農業・食料の問題に取り組む市民社会にとって高
度に金融化されたシステムを理解することが難し
くなり、政策提言などで不利になることも懸念さ
れている（Clapp and Isakson２０１８）。

巨額の資本を世界の農業・食料に投入してきた
日本の公的資金や民間資本も「農業・食料の金融
化」に参画していると考えられるが、その実態調
査や実証研究はまだ今後の課題である。戦後賠償
から政府開発援助へ発展した ODA は、日本の商
社や農業関連企業なども発展させながら援助先の
農業近代化を促してきた（鷲見１９８９；岩崎・大
野編著１９９８）。１９７０年代からは日本政府および
JICA（国際協力機構）が中心となってブラジルを
世界的な大豆生産・輸出大国へと成長させた（と
される）「日伯セラード農業開発（PRODECER）」
が実施され、現在の「日本・ブラジル・モザンビー
ク三角協力によるアフリカ熱帯農業開発プログラ
ム（ProSAVANA-JBM、通称プロサバンナ事業。
２００９年合意、２０１１年開始）」に繋がっている。同
事業をめぐる言説は迷走しているが、これを日本
による「農地略奪（land grabbing）」とみなす議

論もある（Classen-Funada ２０１３）。他方では、日
本の金融機関や総合商社と東南アジアにおける
パーム油セクターで活動している企業との間に数
多くの資金的な結びつきがあることも報告された

（van Gelder and Barbara Kuepper ２０１２）。日本
の総合商社は自ら金融部門を持つと同時に、内外
の巨額資本を取り扱うプロデューサー機能を強化
している（戸堂監修２０１４）。もはや従来の英訳であ
る「general trading company」というより、「gen-
eral investment company」であるといえるだろ
う（Hiraga ２０１８）。これらの投資が、事業拡大の
ための従来的な投資であるか、金融化した経済に
おける投機であるか、その見極めは容易ではな
い。資本の流れやその本質は多くの場合不明であ
り、民間資本の投資戦略は企業秘密として非公開
なことが多い。また、「農地略奪」と呼ばれる大
規模農地取得も、食料確保のために農地を取得し
たのか、投機的な金融資産として取得したのか、
その目的の線引きは難しく、たとえ投機目的で取
得した農地であっても、農産物市場の状況によっ
ては生産活動に振り替えることも可能である。こ
のように困難を伴うが、世界経済における日本の
公的資金と民間資本の存在感を考慮すれば、「農
業・食料の金融化」におけるその動向は無視でき
ないだろう。

５．おわりに

本稿は、現在の農と食を資本蓄積体制に組み込
まれたものと把握し、食料問題を「資本主義的食
料システム」における問題として捉え直すことを
提起し、そのための研究視座を提示した。

資本主義とは「絶えず蓄積し、絶えず新たな市
場を求め、新たな生活領域と生活分野にその命法
を絶えず押しつけ、すべての人類と自然環境にそ
の命法を絶えず押しつけることが可能であり、ま
たそうせざるを得ない」（Wood１９９９＝２００１, p.
１０２）ものである（８）。しかしながら、食料問題に
おいては往々にして、需要側に人口と所得の増加
による需要拡大、供給側に資源と環境の制約がそ
れぞれ規定要因として注視される一方、資本主義
社会における政治経済的力学が研究においても政
策提言においても見落とされる傾向が強い。世界
経済における資本蓄積体制として形成された農
業・食料複合体は、継続的にその増強を図ってい
る。供給側においては、農業の大規模化・工業化
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が推進され、食の消費側においても、原料の調達
から製造加工、流通販売、さらには「あるべき食
生活」の言説形成に至るまで、商社や食材・飼料
産業、加工食品・外食産業、畜産業、流通・小売
などの関連産業が総体として「食の高度化」を促
してきたことを、本稿は日本の歴史的事例を挙げ
て提示した。開発や経済成長に伴う「食の高度化」
によって食料需要が拡大するという説明は、近年
の中国やインドなど新興国についても繰り返され
ている。本稿が提示した日本の歴史的事例と対比
させて現在の開発途上国における「食料需要の拡
大」を見直すならば、需要拡大を促す資本の論理、
つまり、常に経済成長を求める資本主義経済にお
ける政策決定と産業行動とを見いだすことができ
るだろう。表向きは食料安全保障を掲げながら
も、実際に需要拡大を促しているのは経済成長を
目指す産業（商社・金融業や、食品産業、加工型
畜産など）であり、その「食料需要の拡大」は必
ずしも国民に健全な食を確保せず、むしろ産業発
展を支えることを第一義としているのではないだ
ろうか。それは、貿易自由化と規制緩和によって、
外資を含めた食品産業の発展と穀物・油糧種子の
輸入拡大を促したメキシコや中国において、飢餓
が存続しながら肥満が問題となっている事象から
も懸念される。

新自由主義やグローバリゼーションによって巨
大化した多国籍アグリフードビジネスが、食料需
要の拡大だけでなく、農業と食料システムの金融
化によって農と食を投機的対象に含めながらグ
ローバルに事業展開し、そのターゲットを経済成
長が見込まれる開発途上国に見据えている現在、
資本の論理や金融権力などが関与する「資本主義
的食料システム」における問題として世界および
各地の食料問題を見直すべきであろう。その際、
食と資本主義の歴史を見直し、農と食が開発や経
済成長によって資本主義的世界経済に組み込まれ
た過程を見直すことによってこそ、現在の食料問
題を解明し、「飢餓をゼロに」といった SDGs 目標
の達成を目指して前進できるであろうと考える。

注記
⑴ 生産から消費までの物理的な距離が広がったこ

とに加えて、現在の食料システムにおいては、
農業・食料の金融化（後述）によって、より多
くのより他分野からのプレーヤーがその商品連
鎖に参入したことで距離が広がり、また食料シ

ステムの社会的・環境的影響に関する知識の
ギャップによって距離が広がることを、Clapp

（２０１４）は「distancing」の概念で捉え直した。
⑵ 本節は、平賀２０１８（学位申請論文）における理

論的枠組みから抜粋した物に修正加筆を加えて
いる。

⑶ Friedmann and McMichael（１９８９）がその中に
おける農業の意義を探った「the capitalist world
economy」（資本主義的世界経済）とは、世界シ
ステム論などが取り上げた「世界経済」を想定
していると考えられるが特定はされていない。
本論文では、国民経済を超えた世界的規模での
経済との意味で「世界経済（world economy）」
の語を用いる。また「レジーム」の語もフード
レジーム論者によって明確に定義されていない
が、本論文は久野（２００８）がまとめた「『レジー
ム』とは、国家戦略・企業戦略・社会運動の絡
み合いを通じて形成される、資本蓄積のあり方
を調整する枠組み」（p.８７）との定義に基づく。

⑷ 農業・食料分野に限らず、 特定の商品に注目し、
その生産（川上）から消費（川下）まで調べる
「商品連鎖分析（commodity chain research）」
には、その研究分野や目的によって研究手法や
成果に幅広い違いがある。 第２節で取りあげた、
農業社会学・政治経済学の立場から商品の流れ
を構造的（経済的、社会的、政治的、文化的）
に捉える Friedland（１９８４；２００１）や Dixon（２００２）
らの商品システム分析は対象に含まれないが、
Bair（２００５）は商品連鎖研究を、①世界システ
ム論の商品連鎖分析、②グローバル商品連鎖

（Global commodity chains）、③グローバル価値
連鎖（Global value chains）の３タイプに分けて
整 理 し て い る。① は Hopkins and Wallerstein

（１９７７）が「商品連鎖」の用語を使い始め、商品
連鎖分析によって、世界―経済の中核・周辺の間
で国際労働分業を構築かつ再生産していること
を明らかにすることを目的としている。②は
Gereffi and Korzeniewicz（１９９４）から始まり、
組織論からのアプローチで連鎖上における企業
レベルでの力関係や管理関係に注目、そして③
は Humphrey and Schmitz（２０００）が国際ビジネ
ス研究から、グローバルに展開する生産ネット
ワークを分析し、とくにチェーン上のより付加価
値の高い部門へアップグレードすることを目指
す政策決定に使われている。これらに加えて、
グローバル・ヒストリーのひとつの研究手法と
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して、とくに南米やアジアなどにおいて、生産活
動や現地商人など現地からも商品連鎖に向かっ
て積極的な参加があったことを実証し、以前の
従属論的な視点からの脱却としても商品連鎖分
析が使われている（Topik et al.２００６）。

⑸ 筆者らは２０１８年７月にトロントで開催された国
際社会学会世界大会において「アジアの文脈に
おけるフードレジーム分析」と題するセッショ
ンを主催した（Hisano et al.２０１８）。これまでも、
日本を中心とする東アジアの「食料輸入コンプ
レックス」に着目した研究（McMichael２０００）
や、最近では中国をはじめ国家の主導性が顕著
な新興経済国およびその下で影響力を拡大する
企業集団の台頭に注目した研究（Prichard et al.
２０１６、Belesky and Lawrence ２０１８）が散見され
たが、そうした実証的研究を踏まえたフードレ
ジーム論の理論的な再構築は今後の課題である。

⑹ 一般な「金融化」についてのまとめは、小倉２０１６、
ドーア２０１１、もしくは Epstein２００５、Krippner
２０１１、TNI２０１８を参照。

⑺ 例えば、Journal of Peasant Studies は２０１６年（４３
巻３号）において、バーンスタイン（Bernstein
２０１６）、フリードマン（Friedmann ２０１６）、マク
マイケル（McMichael２０１６）による議論を特集
した。

⑻ 引用文中の「命法」の語は既刊の邦訳に倣った。
原著では「imperative」（絶対的原理、規則、本
能、従わざるを得ないもの）。
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A Theoretical Framework to Analyze the Capitalist Food System:
From Food Regime to the Financialisation of Food and Agriculture
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The half-century’s effort to increase food supply has not solved the world food problems, and“Zero
Hunger”remains to be the second goal of the Sustainable Development Goals. This paper aims to sug-
gest a theoretical framework to analyze food and agriculture that are embedded in the capitalist world
economy. It first reviews research trends of the capital appropriation of agriculture, agri-food business
analysis, and the Food Regime frameworks, as well as the recent discussions on the financialisation of
food and agriculture. Then, the paper discusses the historical case of Japan by positioning it in the
Food Regime frameworks; how Japan’s modern food system has developed along its capitalist develop-
ment since the１９th century. It reveals the policy decisions of Japan’s modern nation state and its effort
to accumulate capital, together with large Japanese capital of Zaibatsu（the origins of some sogo-shosha）,
contributed to build modern industries of flour-milling, vegetable oil refining, and sugar manufacturing.
As Japan opened its market in the middle of the １９th century, it began importing wheat flour, which
had become a world commodity in the First Food Regime. Japan itself contributed to promote soy as a
world commodity in the First Food Regime in the Asian context. Then, Japan established modern
sugar industry based on its colonial crop in Taiwan. After WW２, these industries, together with sogo-
shosha, incorporated Japan’s food system into the US-centred agri-food complexes in the Second Food
Regime. In the current Global Corporate Food Regime, Japan’s sogo-shosha and large food-related com-
panies have been expanding their business abroad, especially to the growing economies of Asia. In con-
clusion, the theoretical frameworks for the capitalist food system are necessary to analyze the world
food issues, as our food and agriculture have been deeply embedded into the capitalist power relations.
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