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ＪＡＳ法にみる食品表示制度の課題
渡辺

新

（わたなべ・あらた 政治経済研究所 主任研究員）

食品偽装表示事件の要因
ダイオキシンや環境ホルモン、遺伝子組み
換え作物という新しい物質・作物・食品が出
現し、消費者の食の安全に対する不安は高
まっている。とりわけ、2001年 9 月に発生
した BSE は、食の安全問題を国民的関心事
へと押し上げた。さらに、BSE 発生直後か
ら雪印食品や日本ハムなどの食品偽装表示事
件が続発し、消費者の食品表示制度に対する
信頼は著しく低下することとなった。
農水省は、続発する食品偽装表示事件への
対応策として、2002年 7 月 4 日に JAS 法の
改正を行った。改正のポイントは 2 つで、
1 つは公表の弾力化である。改正前には、
指示に従わない場合のみ事業者名を公表する
としていたが、改正後は指示を受けた時点で
公表することがあるとした。もう 1 つは罰
則の強化で、改正前に個人・法人とも50万円
以下の罰金であったが、改正後は個人100万
円以下の罰金、法人 1 億円以下の罰金又は
1 年以下の懲役となった。しかし、企業名公

表の弾力化や罰則強化を行った後も、不二家、
赤福といった老舗ブランド会社、食品加工大
手のミートホープ社などで表示を偽装する事
件が立て続けに起こっているのは周知の通り
である。
食品の偽装表示事件発生の要因としては、
まず企業におけるコンプライアンス意識の欠
如を指摘することができる。雪印食品、日本
ハムなど、日本を代表する食品企業が会社ぐ
るみで違法な偽装表示を行ったわけで、日本
企業の倫理や体質が問われる問題である。次
に指摘できるのは、「小売優位」となった流
通問題に起因する要因である。つまり、大型
チェーン量販店などに対し、欠品を恐れる納
入業者が偽装表示に走るという構図である。
食品の偽装表示事件は、こうした要因のう
えに発生したとはいえ、それを許してしまう
食品表示制度は改めて問題にされなければな
らないであろう。いうまでもなく、食品表示
制度は消費者に食品の安全を担保し、食品の
適切な判断を促すためのものとして存在する。
つまり、安全性の確保、健康の維持、品質の
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確認、選択の保証など、消費者の権利に関わ
る存在である。しかし、日本の農畜産物の生
産過程は零細で、生産された商品には大きな
品質的バラツキが存在する。そのため、流通
過程において選別や混合といった過程が不可
欠となるのである。それ故、品質の基準があ
いまいで、法的にグレーゾーンがあれば品質
や産地などの虚偽表示への誘惑は大きい。ま
してや、品質の違いによって価格差が大きけ
れば、違法ないし違法すれすれの表示によっ
て利益追求を常態化していく食品企業の出現
は充分あり得るであろう。
このように、一連の食品偽装表示事件は、
それを許してしまう表示制度そのものを問わ
ねばならないことを意味している。本稿では、
JAS 法を中心に食品表示制度が抱えている
問題を明らかにしていくことを課題とする。

食品表示制度の概要
食品表示の規定がある主な法律には、次の
6 本がある。
①農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律（JAS 法）
管掌：農水省
目的：適正表示によって消費者の適切
な商品選択に資する
②食品衛生法
管掌：厚生労働省
目的：飲食の衛生上の危害の発生と防止
③健康増進法（旧栄養改善法）
管掌：厚生労働省
目的：国民の栄養改善、健康増進を図る
④景品表示法
管掌：消費者庁
目的：不正競争防止、消費者利益の確保
⑤不正競争防止法
管掌：経済産業省
目的：不正競争防止
⑥計量法
管掌：経済産業省
目的：適正な計量の実施を確保
このなかで具体的に表示基準を定め、表示

項目を義務化しているのは、JAS 法、食品
衛生法、健康増進法、計量法である。この
4 本の法律は、義務表示項目が記載されてい
なかったり、虚偽表示である場合には違反に
なる可能性が高いという比較的判断しやすい
法律になっている。これに対し、景品表示法
と不正競争防止法には義務表示項目が記載さ
れていない。これらの法律では、表示した結
果として、その内容が「消費者に著しい誤認
を与えたかどうか」、あるいは「不正競争行
為に該当するかどうか」ということが問われ
る。換言すれば、虚偽・誇大表示をしてはい
けないことを定めた法律といえよう。
このように具体的な表示内容を定めた法律
は、JAS 法、食品衛生法、健康増進法、計
量法の 4 本ということになる。しかし、具
体的な表示内容に関する事項は、それぞれの
法律の条文にすべてを記載することは不可能
である。そのため、ほとんどが省令や告示に
よって決められることになり、JAS 法関係
のものだけでもその数は数十にのぼる。また、
特定食品については事業者による取り決めも
あり、条例での規定も含めると膨大な数に
なっているのが現状である。
こうした現状は、それぞれの所轄官庁の下
で根拠法の目的を確保するように機能してい
ることに原因がある。すなわち、縦割り行政
として運用されているのであり、各種の表示
制度が相互に関連性を有しながらも一本化さ
れた法制度になっていないことを意味してい
よう。

ＪＡＳ法の沿革と品質表示
食品表示制度には、義務表示と任意表示が
あり、対象とする食品も制度ごとに限定され
る場合が多い。そのなかで JAS 法は、財務
省が所管する酒類を除くすべての食品に対し、
その品質に関する表示を義務づけている。し
かし、JAS 法は当初から品質表示義務を規
定した法律ではなかった。
JAS 法は、1950年に農林物資規格法とし
て誕生し、主に木材・木炭・乾燥水産物など
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の規格を定める法律であった。この法律は、
規格を満たしたものには JAS マークをつけ、
規格を定めることによって高度経済成長下の
大量生産・大量消費の時代における事業者間
の取引をスムーズにすることを狙ったのであ
る。また、規格に従って製品の製造機械まで
統一することが可能となり、生産の効率化も
促進した。つまり、制定当初の JAS 法は、
消費者よりも生産者や事業者のための法律と
いう性格が強く、JAS 規格を普及させて生
産と流通の合理化を図ることに最大の目的が
あった。
ところが、高度経済成長下に森永砒素ミル
ク中毒事件（1955年）、水俣病公表（1956年）
、
不良ジュース追放運動（1957年）、偽牛缶事
件（1960年）
、サリドマイド薬害事件（1961年）
、
カネミ油症事件（1968年）など、食品や医薬
品の欠陥商品による被害が発生し、それらが
消費者側で大量生産・大量消費にともなう構
造的な弊害として認識されるようになった。
なかでも、偽牛缶事件は JAS 法の性格を修
正する直接の契機となった。1960年、缶詰を
開けたらハエが入っていたという消費者のク
レームを受けた東京都が、牛肉の大和煮の缶
詰を調べてみたところ、中身は牛肉ではなく
鯨肉であった。これを契機に、品目ごとに規
定されていた JAS マークが統一され、徐々
に加工食品の規格が定められるようになって
いった。JAS 法は、消費者のための法律と
しての性格ももたざるを得なくなったのであ
る。
しかし、加工食品の規格が定められるよう
になったとはいえ、依然として JAS 法は規
格を定める法律であり、品質表示については
触れられていない。JAS 法によって品質表
示がなされるのは、直接的には1968年の消費
者保護基本法の成立によってである。この法
律の成立に際し、衆参両院の付帯決議は次の
ように JAS 法とその運用の改善問題を提起
していた。すなわち、「農林物資規格法につ
いては、輸入物資を含めて対象品目を拡大す
るとともに、日本農林規格の品質基準の拡大

ないし等級別基準の設定、表示制度の充実、
表示方法の明確化をはかる」というものであ
る。こうして JAS 法は1970年に改正され、
法律名は現在の「農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律」に改められた。
1970年の大改正によって、品質表示に関す
る規定が初めて盛り込まれた JAS 法は、内
容 的に 2 つ の特 徴が あった 。 1 つは 、JAS
法で定められた品質事項（名称、原材料名、
製造業者名など）の表示、JAS マークの貼
付は事業者の任意であること。もう 1 つは、
JAS マーク制度がある食品の内、政府が品
質表示が必要と判断した食品については品質
を表示しなければならないというものである。
しかし、この改正では、JAS 規格で定めら
れている食品、つまり加工食品しか品質表示
を義務づけることができず、JAS 規格が定
まっていない加工食品や生鮮食品については
品質表示義務がなかった。
品質表示義務の拡大は、その後1993年の
JAS 法改正まで20年以上にわたって実施さ
れることはなかった。1993年、JAS 法が改
正され、政府の判断ですべての食品に品質表
示を義務づけることができるようになった。
しかし、品質表示義務の対象となる食品数は
限られており、64品目を超えることはなかっ
た。すべての食品に品質表示が義務づけられ
るようになるのは、1999年の JAS 法改正に
よってであり、2001年 4 月から実施された。
すべての食品に品質表示が義務づけられてか
ら、まだ10年に満たないのである。

ＳＰＳ協定とコーデックス規格
1999年の JAS 法改正は、国内的には、「品
質表示が消費者のための表示であるなら、す
べての食品に品質表示を義務づけるべきだ」
という消費者の声に押されてなされたといっ
てよいであろう。しかし、農水省「JAS 法
の改正について」は、「食品全体を通ずる横
断的な表示ルールを定め、消費者の保護や公
正な取引の確保を図っていくことは、国際社
会においても常識となりつつあるといえる」
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と明記しており、この改正は国際規格との調
和を図ろうとするものであった。
ところで、GATT（関税及び貿易に関する
一般協定）および WTO（世界貿易機関）の
ルールには食品安全に関する定義は存在しな
い。しかし、ウルグアイラウンド交渉が
1993年に締結し、WTO 体制が成立した1995年
に、貿易の技術的障壁に関する協定（TBT
協定）、衛生植物検疫措置の適用に関する協
定（SPS 協定）が締結された。この 2 つの
協定は、いわば一般法と特別法の関係にある
が、後者の SPS 協定における「衛生植物検
疫措置」とは、完成品の規格、生産工程・方
法、試験・検査・認証・承認手続、検疫方法、
危険性評価、包装・ラベリングの表示要件な
どを指しており、食品安全をめぐる論議が含
まれている。そして、 2 つの協定では、加
盟国が国内規格を策定する場合は国際規格を
基礎とすることが原則として義務づけられて
いる。
食品における国際規格はコーデックス規格
ということになる。この規格を作成するコー
デ ッ ク ス 委 員 会 （ Codex Alimentarius
Commission） は 、 FAO（ 国 連 食 糧 農 業 機
関 ） と WHO（ 世 界 保 健 機 関 ） に よ っ て
1962年に設置され、消費者の健康保護、食品
の公正な貿易確保のため、食品の規格・基準
などを定めることを業務としている。日本は
1966年から参加しており、2010年 2 月現在で
1 8 2か 国 が 参 加 し て い る 。 本 来 、 こ の コ ー
デックス規格は法的拘束力をもたないが、貿
易紛争が生じた際、国際規格に従わないと
WTO 紛争パネルで敗訴する可能性が高いた
め、各国はコーデックス規格に従わねばなら
なくなった。SPS 協定によって、コーデッ
クス規格は事実上の国際的「強制規格」とな
ったのである。
1970年の改正以降、JAS 法の品質表示義
務は1993年、1999年の改正を待たねばならな
かったが、1993年の改正はウルグアイラウン
ド交渉締結を睨んだものである。そして、
1999年の改正は、コーデックス包装食品一般
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表示規格との整合性をもたせ、WTO 体制下
で食品表示に国際的調和を企図したものとい
えよう。

有機農産物の検査認証と表示制度
1999年の JAS 法の改正は、輸入食品が増
大するなかで国際規格との整合性をもたせる
方向を示すものであった。品質表示の改正点
でみると、1996年に野菜 5 品目で始められ
た原産地表示の義務づけが、2001年からは生
鮮食品全品目へと拡大された。農産加工食品
についても、2001年に梅漬、ラッキョウ漬か
ら始まり、2002年には農産物漬物一般へと原
料原産地表示の義務づけが拡大された。さら
に、消費者から反発の強かった遺伝子組み換
え食品についても、2001年から表示の義務づ
けが行われるようになった。
こうした国際規格への調和が顕著に現れた
のは、有機農産物の検査認証と表示制度であ
る。有機農産物については、アメリカが1990
年に農業法の一部として検査認証制度を導入
しており、EU も検査認証制度を含む表示制
度を1991年に制定している。こうした動向を
受け、コーデックス委員会では、1991年の第
19回総会において「有機的に生産された食品
の生産・加工・表示及びマーケティングのた
めのガイドライン」作成に取り組むことが決
定された。そして、 9 年間の論議を経て1999
年の総会で畜産関連部分を除き採択し、畜産
部分についても2001年の総会で採択された。
アメリカ、EU、コーデックス委員会の動
きと同時期に、日本でも有機農産物の定義や
表示の統一への検討が始まっており、1992年
に「有機農産物等に係わる青果物特別表示ガ
イドライン」が制定されている。しかし、こ
のガイドラインには検査認証制度はなく、罰
則規定も設けられていなかったことから消費
者の信用を得ることはできなかった。その一
方で、輸入農産物は確実に増大し、海外で検
査認証を受けた有機農産物も日本へ入ってく
る状況が生まれた。こうした状況に対処する
ため、農水省はコーデックス委員会の作業の
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進捗状況をみながら1997年に「有機食品の検
査・認証制度検討委員会」発足させた。
この検討委員会は 1 年余りの論議を経て、
「有機食品の検査認証制度の導入について」
（1998年11月）という報告書をとりまとめた。
この報告書には、国際的規律と調和した強制
力のある検査認証制度を早期に導入すべきと
記されており、1999年の JAS 法改正によっ
て有機農産物及び有機農産物加工食品の農林
規格（いわゆる「有機 JAS 規格」）が定めら
れることになった。その規格内容は、生産の
原則、生産の基準、表示の方法、使用可能資
材リストからなるが、ほぼコーデックスのガ
イドラインへ整合させたものになっている。
こうして農家・事業者は第三者機関としての
登録認定機関に申請し、認定を受けた事業者
は自らの責任で検査し、適合していると判断
したもののみに有機 JAS マークつけること
ができるようになった。
ところで、2005年の JAS 法の改正によっ
て、認定を受ける事業者の範囲が拡大されて
いる。これまでの限られた事業者のほか、製
造工程の管理、製品の検査を行う能力がある
ならば販売業者や輸入業者、さらには海外の
対日輸出業も登録認定機関に申請することが
可能となった。そして、認定を受ければ、こ
れらの事業者も有機 JAS マークを貼付する
ことができるのである。国際規格への調和と
同時に、農産物輸入増大のなかで規制緩和が
行われているといえよう。

食品表示制度の課題
本稿では、JAS 法を中心に食品表示制度
についてみてきたが、まとめに代えて次の
3 点を指摘しておきたい。
第 1 点は、1970年代までの JAS 法の改正
は高度経済成長下の大量生産・大量消費にと
もなう食品や医薬品事故を契機としており、
その改正の契機は主に国内的要因にあった。。
ところが、BSE や残留農薬、遺伝子組み換
え食品など、1990年代以降において食の安全
を脅かす問題は農産物や食品の輸入増大にと
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もなうものへと変化している。そして、JAS
法は、WTO 体制下における貿易円滑化に向
け、国際的に調和のとれた食品表示が必要と
されたことに起因して改正されたといえよう。
第 2 点は、JAS 法における品質の概念で
ある。たとえば、従来から青果物流通におい
て用いられてきた品質は、等級（外観の良し
悪し）と階級（商品の大小）であった。つま
り、JAS 法が従来から定めてきた品質は、
まさに商品の「規格」といえるものであった。
しかし、1970年代以降、JAS 法が品質表示
を義務づけた背景には、消費者の品質への期
待が外観品質にとどまるものでなくなったこ
とを意味している。消費者は、遺伝子組み換
え農産物か否か、BSE の有無、農産物への
農薬の残留や食品への添加物の有無など、外
観では判定できない内容を品質として重視す
るようになったのである。こうした食品の品
質概念の変化は、品質基準の設定、品質の表
示方法に再検討を迫っている。また、商品が
品質基準を満たし、適切な表示がなされてい
るかどうかの検証、生産過程や流通過程にま
で遡って食品の品質をどのように保証するの
か、食品表示制度の具体的な仕組みのあり方
が問われている。しかし、その解決は、行政
の縦割りとそれに基づく複数の表示制度を 1
本化することなしには不可能であろう。
第 3 点は、国際規格への調和の問題である。
WTO 体制成立にともなって締結された SPS
協定の目的は、国内規格を国際規格＝コー
デックス規格で統一し、食品の貿易上の障壁
をなくそうとするところにある。したがって、
コーデックス規格への整合化は、食品表示制
度のみならず、食の安全にかかわる基準にお
いてアメリカを中心そする輸出国に非常に有
利に作用する。つまり、コーデックス規格へ
の整合化は、輸入国日本の安全基準を輸出国
有利な国際基準へ緩和することを意味してい
る。自然条件や食生活の違いを無視し、コー
デックス規格へ単純に整合化させることは、
日本の食品安全性に新たな問題を引き起こす
危険性を孕んでいるといえよう。
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戦時下の栄養問題と三輪寿壮
─ 日本勤労栄養学校との関係を中心に─

山本 唯人
（やまもと・ただひと

政治経済研究所 戦争災害研究室）

戦時下の栄養問題
――民間救護活動調査から
東京大空襲・戦災資料センター戦争災害研
究室では、2006年から東京大空襲時の民間救
護活動調査を行っている。その中で、最も力
を入れて調査を行ったテーマの 1 つに、戦
時下、大日本産業報国会の施設となり、世田
谷区祖師谷の日本労働科学研究所内に置かれ
ていた、日本勤労栄養学校の生徒による炊き
出しの救援活動がある。
日本勤労栄養学校は、1940年、厚生省労働
局の外郭団体である勤労栄養協会によって設
立され、品川区鮫洲の東京府機械工養成所の
一部を仮校舎として開校した。同年、大日本
産業報国会の設立に伴いその傘下に入り、
1941年 5 月、世田谷区祖師谷の日本労働科
学研究所内に移転した。労研に移転した後も
「設立者」は産業報国会のまま、1941年度の
校 長 は 産 報 厚 生 部 長 ・ 野 津 謙 が 務 め た。
1942年度からは労研所長の暉峻義等が校長を
兼務し、名実共に暉峻の指導の下で、学校の
運営が進められた。
1940年代（前半）は、戦時工業化の進展を
背景に、工場労働者の栄養対策が労働政策の
課題となった。産業報国会では、厚生対策の
1 部門として、全国の工場に給食施設の設
備を奨励し、その管理に当る新たな職能とし
て「栄養士」の育成を推進した。日本勤労栄
養学校は、1946年、暉峻が公職追放の対象と
なったのをきっかけに閉校に至るまで、女性
を中心に300余名の栄養士を送り出し、戦争
中は工場施設に、戦後は敗戦による混乱と食
糧不足の中、新たな現場を担っていく中核と
なる人材を育てた。戦時下の集団給食・栄養
調査・栄養教育などの実践は、1947年、国家

資格としての「栄養士」の創設や戦後栄養行
政の確立につながっていった。
産報の内部で、こうした、労働者の栄養対
策、日本勤労栄養学校の運営に指導的役割を
果たしていたのが、産報中央本部で厚生局長
（および業務局長）を務めた三輪寿壮である。

三輪寿壮と産業報国会の厚生対策
三輪寿壮は、1894年、福岡県粕屋郡古賀村
出身、東京帝国大学法学部を卒業して弁護士
になり、1926年、労働農民党の結党に参加し
て以来、無産政党運動の中心人物として活動
した。無産政党勢力のなかでは、麻生久らと
共にいわゆる「中間派」に属し、新体制運
動・大政翼賛会の結成には積極的に参加する
立場をとった。1947年、翼賛会の連絡部長で
あったことを理由に公職追放を受け、1950年、
追放解除と共に日本社会党に入党、党内右派の
重鎮として活動し、1956年、61歳で亡くなった。
産報時代、労働者の厚生対策を重視する三
輪たちのグループは「社会政策派」と呼ばれ、
産報研究のなかでも注目されてきた（及川英
二郎「産業報国運動の展開―戦時生活統制と
国 家 社 会 主 義 」『 史 林 』 第 8 2 巻 第 1 号、
1999年など）。産報時代の三輪と栄養問題の
関係を見ることは、「社会政策派」と呼ばれ
るグループの活動の広がりやその意味を、戦
前から戦後に至る社会運動・無産政党運動史
のなかで深めることになるだろう。
三輪は、1941年 3 月、大日本産業報国会
の厚生局長に就任した。1941年11月 1 日付で
発行された『政界往来』第12巻第11号に、労
働者の厚生問題に関する三輪の認識を総括的
に述べた論文がある（「臨戦下の労務対策と
厚生問題」）。それによれば、「生産性の昂揚、
労働力の維持培養」を図るために「福利厚生
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施設の拡充強化」は有力な方策の 1 つであり、
特に緊要な問題は「住宅と栄養の問題」にあ
るとした。栄養問題に関しては、戦時下の食
糧物資難に対して主要食糧品の配給機構と消
費者組織の確立、また、工場事業場における
「栄養食の指導普及」が重要であるとした。
この「栄養食の指導普及」のための方策の
1 つが産報による栄養学校の経営だったと
いってよいだろう。
『三輪寿壮の生涯』（三輪寿壮伝記刊行会
編集・発行、1966年）によると、三輪が局長
に在任した厚生局・業務局で、1941・42年中
に推進した主な事業活動のリストに、「栄養
指導」の項目があり、具体的には、「工場・
鉱山栄養指導隊の派遣」「工場・鉱山栄養士
協力会議」「日本勤労栄養学校による栄養士
の養成」「共同炊事の実習指導」の4事業が挙
げられている。三輪は、労働科学研究所の活
動を支援し、労働者の疲労対策・栄養対策を
推進すると共に、体育指導者・保健指導者・
保健婦・栄養士などの全国的な育成を行った。
勤労栄養学校が産報傘下に移って初代の校
長・野津謙は、厚生部長として、三輪が最も
力を入れた結核対策を担当し、労働作業場に
おける体力測定や職場体操の普及で成果をあ
げた人物でもあった。
1942・43年ごろは、勤労栄養学校では、労
研内への移転で場所問題を解決し、暉峻によ
る指導が確立されたことで体制が安定し、産
報のネットワークを通じた就職斡旋により
「工場栄養士」の存在が幅広い現場に進出し
はじめ、「栄養士養成」のシステムが軌道に
乗りはじめた時期に当っていた。このように、
野津や暉峻など、勤労栄養学校を支える主要
な人事はいずれも三輪の人脈とつながってお
り、三輪が彼らと共に展開した厚生対策の積
極路線は、戦時下における工場給食施設の発
展や、「工場栄養士」の定着を下支えする役
割を果たしていたといえるだろう。

三輪の積極路線とその破綻
大日本産業報国会厚生部は、勤労栄養協会
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が発行した機関誌『栄養生活』（1939年創刊
～第 3 巻第 4 号、1941年 4 月）を継承し、
『指導資料 栄養生活』（1942年 1 月～ 4 月
号 ）、『指 導 資料 産 報 栄養 篇』（ 第 1 巻 第
1 号、1942年 5 月号）、『産報 栄養篇』（第
1 巻第 2 号、1942年 9 月～第 2 巻第 9 号、
1943年 9 月）を発行した（労働科学研究所図
書館所蔵）。また、労研内で発行されていた
『労働科学研究所所報』には、暉峻が校長に
就任した1942年から入学式や卒業式など主要
な行事ごとに記事が掲載されている。この
2 系列の資料から、1943年秋頃までの産報
の栄養対策や日本勤労栄養学校の動きをほぼ
捕捉することができる。
これらによると、三輪は、1941年 3 月24日、
勤労栄養学校の第 1 回卒業式から、第 2 回
（1942年 3 月 9 日）、第 3 回（1943年 3 月
20日）卒業式まで、毎年来賓として出席して
いる（第 4 回卒業式は1943年 3 月20日に開催
されたが、三輪についての記載はない、第
5 ・ 6 回については資料がないため不明）。
第 2 回の卒業生・小池静子さん（『四つ葉の
クローバー―思い出の日本勤労栄養学校』文
芸社、2008年の著者）が保管していた卒業ア
ルバムには、講師の集合記念写真中央に校
長・野津謙と並んで三輪の姿が写っている。
『産報 栄養篇』第 2 巻第 4 号（1943年
4 月）に、三輪は「産報運動と栄養問題」と
いう記事を寄せ、栄養問題や栄養士の養成訓
練への取り組みが、単なる栄養知識の普及・
啓 蒙 の と ど ま ら ず 、「 産 報 運 動 の 大 き な 理
念」と一体的関係にあることを強調している。
1944年 3 月に刊行された近藤とし子『働
く女性の生活指導』（協和書房）に、三輪は
「序」の言葉を寄せ、勤労管理の指導者に、
理屈ではなく、労働者の忠誠心や勤労意欲を
呼び起こす「まごころ」の大切さを主張し、
この時期の実践記録の刊行に、「女子勤労挺
身隊」の結成を援護するものとの位置づけを
与えている。このように、三輪の局長時代に
おける栄養対策、日本勤労栄養学校との関わ
りは形式的なものではない熱心なものであっ

March 2010

8

た。近藤とし子は、自伝『根のいとなみ』
（草土文化、1983年）のなかで、三輪が勤労
栄養学校の校長を務めたと述べているが、こ
れは近藤の記憶違いであろう。しかし、近藤
の記憶にそう残ったほど、三輪のこの学校へ
の取り組みが情熱的であったことの 1 つの
証左と見なすことができると思われる。
産業報国会は、複数の思想的傾向を持つグ
ループの寄り合いであり、三輪に代表される
「社会政策派」のグループは、松本勇平らの
「日本主義派」や、統制経済を「アカ」とし
て忌避する「財界主流派」などとの確執を抱
えていた（及川、前掲）。1941年 9 月、「社
会政策派」の人々へのパージが進行し、三輪
が引き連れて入った八百板正や菊川忠雄らが
中央本部から退陣を余儀なくされた。この最
初の節目で、三輪はあくまで産報に踏みとど
まり、かえって、野津謙や暉峻義等など有力
なスタッフを活動の中心に据えることで、自
らの目指す「厚生対策」を精力的に推進して
いったといえる。
しかし、1944年 1 月の機構改革で三輪は
部局を離れ、同年 9 月、三輪の後ろ盾と
なっていた平生釟三郎会長・小畑忠良理事長
が退陣すると、三輪も常任理事の地位を退い
た。その後の三輪は、産報運動に側面協力し
つつ、三宅正一らと戦災復興本部を作り、都
市空襲で窮乏化した罹災者の生活支援にあた
るなかで、終戦を迎えた。
一方、日本勤労栄養学校では、1944年度の
5 回生は定員を100人に倍増して、生産拡充
の国策に対応した。しかし、 5 回生の卒業
直前に起きた東京大空襲を経て、 6 回生に
至っては、通常の入学・授業の続行は不可能
となり、地方出身者の帰郷で生徒数が激減す
る な か （ 卒 業時 は 12、 3 名 程 度）、1946年
1 月、暉峻の公職追放をきっかけに学校は解
散した。

勤労栄養学校との関わりを検証してみると、
戦後に至るまでの間に、大きく 2 つの局面
が畳み込まれていたことが分かる。 1 つは、
三輪が厚生局長に就任し、積極的な厚生対策
を打ち出す中で、給食施設の普及や工場側の
認識の深まりにも支えられて、栄養士教育が
少しずつ軌道に乗り始める局面。もう 1 つは、
戦局の進展や組織内部での勢力の交代によっ
て、三輪たちの路線が「壁」に突き当たり、
戦後における活動の再構築に向けて、混迷と
模索の過程が開始される局面。
第 1 の局面に照準を合わせると、戦時期は、
30年代までの下からの社会運動の発展の可能
性が閉ざされ、翼賛体制に組み込まれていく
時代である。しかし、第 2 の局面まで含め
て見ると、戦時の体制もまた、戦後の占領改
革を経て確立する社会経済体制への「過渡
期」と見なされる。2006年から調査を進める
なかで、幸いにも10人の勤労栄養学校の卒業
生からお話を聞くことができた。彼女たちに
とって、学校で過ごした個性的な師との交わ
りは、栄養学という新しい知識と実践の体系
に触れる「出発点」としての意味を持ってい
た。同時に、彼女たちが工場の現場や東京大
空襲の罹災地で目の当たりにした様々な「矛
盾」やその対応を模索した経験が、戦後、新
たな社会状況の下で提示された「栄養士」資
格や女性としての生き方、社会運動などに参
加していく素地を作っているように思われる。
しかし、そこにあった空間と主体的な交渉の
記憶は、中学生・学童疎開世代から下の人々
が語る「戦争体験」からは抜け落ちて行って
しまう。
三輪寿壮の経験と歩んだ足跡は、こうした
〈過渡期〉の空間の放つ輝きとその影を照ら
し出す、動乱と苦悩に満ちたドキュメントと
しての意味を持っていると思われる。

三輪寿壮の足跡
――〈過渡期〉のドキュメントとして

（本稿を作成するにあたり、小池静子さん、石川美智子
さんをはじめ、お話を聞かせて頂いた日本勤労栄養学校
卒業生の方々、労研の増田富江さん、横浜国大の大門正
克先生にお世話になりました。記して感謝します。）

このように、産報時代の三輪と栄養問題・
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書

評

高田太久吉著『金融恐慌を読み解く』を読んで
合田
（ごうだ・ひろし

寛

政治経済研究所 主任研究員）

一昨年秋のリーマンショックを契機とする
世界金融恐慌の勃発から一年半が過ぎた今も
なお、世界経済は危機からの出口を見出すこ
とができないでいる。
高田多久吉著『金融恐慌を読み解く』(新
日本出版社、2009年10月)は、現在進行中の
世界的経済危機の背景を浮き彫りにし、原因
を突き止め、バブルの形成とその崩壊のメカ
ニズムを解き明かし、そこからの打開策を探
ることを狙いとしている。本書の特徴は単に
金融市場をはじめ金融システム内での問題と
してではなく、現代経済に内在する諸矛盾の
なかで、さらに資本主義の現段階を特徴付け
るものとして総合的、歴史的に捉えようとし
ている点にある。以下、いくつかの論点を紹
介し、あわせて筆者の感想を述べたい。

果、もともと動きの速い貨幣資本が規制の束
縛から逃れ、金融利得の極大化を目指して運
動し、国内の規制のみならず、国境の壁を容
易に乗り越え、グローバル化の波に乗って、
世界を自由に動き回るようになっていること。
第二に、実体経済の停滞の反面として貨幣
資本の蓄積が急速に進み、世界的に過剰な貨
幣資本が生まれたことである。過剰な貨幣資
本は著者によればアメリカの国際収支赤字、
産油国の外貨準備、各国の金融緩和政策など
によって生み出されたものであるが、他方企
業からの資金需要が相対的に縮小したことか
ら蓄積されたものであること。
第三に、より根本的には生産と消費の不均
衡、世界的な過剰生産と経済の低成長がある。
低成長にもかかわらず企業利潤を確保するた
めに、賃金の抑制と雇用の不安定化が進めら
「経済の金融化」
れ、福祉が切捨てられ、貧困と経済格差の拡
大がもたらされた。その結果一方において富
本書は現代資本主義の歴史的特質を「経済
の金融化」の深まりと捉える。著者によれば
裕者によって金融資産が蓄積される一方、他
方において債務の蓄積が進行したこと。
「経済の金融化」とは金融市場や金融産業が
膨張し、経済におけるその比重が高まってい
現代資本主義の特徴を「経済の金融化」と
ること、実物資産に対して金融資産の蓄積が
いう視点で捉え、金融主導型資本主義と規定
急速に進み、実体経済から離れた貨幣資本の
する考えは的確であり，現状を分析する上に
独自の運動が顕著であること、これらの結果
おいて極めて有効である。バブルとその破裂、
企業も家計も、金融市場への依存の度合いが
金融恐慌、雇用不安、低賃金、貧困、所得格
高まりその動向に大きく影響されていること、 差の拡大など、現代資本主義が当面している
などである。それは80年代以降、アメリカを
さまざまな問題は「経済の金融化」と密接に
始めとして主要先進諸国で共通に見られる現
かかわって生じている。現代資本主義を「グ
ローバル資本主義」として捉えることもでき
象だとする。
その背景として著者は次の諸点を挙げる。
るが、現代のグローバル化の中心的な要素は
金融の肥大化であり、国境を瞬時に乗り越え
第一に、70年代以降の先進各国の経済停滞、
資本主義の行き詰まりに対応して優勢となっ
る国際マネーの力を抜きにグローバル化を考
た新自由主義イデオロギーとそれにもとづく
えることはできない。
経済政策がある。新自由主義の理念にもとづ
大手投資銀行と機関投資家
いて市場重視の政策が推進され、規制緩和や
自由な企業活動を促進する政策が採られた結
「経済の金融化」の進展のもとにおいては
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金融バブルが常態化し、膨張したバブルは世
界のいたるところで崩壊する。それは1987年
のニューヨークにおけるブラックマンデー、
90年代の日本のバブル崩壊、97年のアジア通
貨危機、98年のロシア金融危機とアメリカの
巨大ファンド LTCM の破綻、2001年のアメ
リカの IT バブルの崩壊、その後の住宅バブ
ルとサブムライム危機など、近年における一
連の経過が示すところである。著者はこのこ
とを現代資本主義を特徴づける慢性的病理現
象と見る。
しかし過剰な貨幣資本が存在するからと
いって自然にバブルが膨らみ、また崩壊する
のではない。著者はバブルを惹き起こす主要
な立役者として大手投資銀行や金融コングロ
マリットをあげる。伝統的業務から収益が期
待できなくなった大手投資銀行や金融コング
ロマリットによる新たな収益機会をねらった
戦略が金融システムを動かしていると見る。
他方、当面過剰となったマネーはさしあた
って機関投資家の手に蓄積される。機関投資
家には年金、保険など、安全運用をベースと
する投資家もあれば、ヘッジファンド、投資
ファンドあるいは政府ファンドなどのように
リスクは高くても高利回りを追求するファン
ドもある。近年通貨当局の金融緩和政策とあ
いまって、金利、利回りが低下している環境
の下で、機関投資家は年金基金、保険なども
含め、全体として高リスク・高利回りの金融
商品に多くの資産を運用しようとしている。
一方において大手投資銀行や商業銀行によ
って新しい収益機会の獲得要求が高まり、他
方において機関投資家による高収益運用先の
確保要求が強まった状況の下で、投資銀行は
高利収益を求める機関投資家にふさわしい投
資商品の開発と販売に、新たな収益分野を見
出した。著者はこの事情を「この二つの利害
関係が金融システムを動かす最重要な動因に
なっている」（p63）と述べて強調している。
しかし資金供給者と金融商品開発者の二者
だけではシステムは完結しない。そこには資
金の借り手＝資金需要者の存在が必要となる。
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しかもリスクの高い借り手ほど高い利回りを
生むことができるので好都合である。近年の
経済成長の低下と大企業の資金需要の停滞の
もとで、家計や個人、あるいは M&A や不動
産関連の資金を借り入れる企業が新しい資金
需要者として歓迎された。投資銀行はリスク
の高い借り手を探し、組まれたローンをもと
に機関投資家の要求に合致する魅力的な証券
に仕立て（証券化）、これを販売しあるいは
自ら保有することによって高収益をあげる業
務に乗り出した。
ここで明らかなようにこのシステムにおい
ては、あくまで投資銀行と機関投資家が主役
であり、資金需要者は彼らのために利用され
る受動的存在に過ぎない。金融の本来の機能
は資金が不足する者のために必要な資金を供
給することにあるとすれば、ここに見られる
のはいわば逆立ちした金融仲介構造であると
いわなければならない。
さらにこうしたシステムが持続していくた
めには、国民に間に常に新たな債務者が増え
続ける必要がある。そのためのもっとも都合
の良い環境は、格差が拡大され、多くの国民
の所得が低レベルに抑えられることである。
新自由主義路線にもとづく市場中心主義、利
潤至上主義の経済運営は、産業大資本にとっ
てばかりでなく大手金融機関にとっても好都
合な環境を提供した。賃金が押し下げられ格
差が拡大すれば、一方において有り余る資金
を有する富裕者が生まれ、豊富な投機資金が
供給され、他方において大量の借金漬けの消
費者層を作り出すことができる。投資銀行と
機関投資家にとっては絶好の環境である。
ジャック・アタリはこのあたりの事情をず
ばり次のように表現する。「この史上初とい
えるグローバルな金融危機は、きわめて簡単
に言えば、アメリカ社会が自国の中産階級に
対して、きちんとした賃金を与えられなかっ
たために発生した」「富の分配の偏りを見直
すことなくアメリカ経済の成長を維持してい
こうとすれば……中産階級には借金漬けに
なってもらう必要がある」（『金融危機後の
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世界』作品社、2009年）
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ニーを設立し、これらの金融商品を保有し利
益を上げた。銀行以外の金融会社、ヘッジ
「リスクの商品化」と
ファンドなど当局の規制が及ばないいわゆる
巨大金融機関の投機活動
シャドーバンキングも、こうした高リスク金
一定量の原債務をもとに、できるだけ多く
融商品に群がり、取引を膨らませ、証券市場
の金融商品を作り出すこと、機関投資家の
を過熱させることによって最大限の利益を引
ニーズに応じた多彩な商品群を提供すること
き出した。
も、そのシステムが永続する条件である。
著者はこのように大手金融機関による金融
機関投資家の投資ニーズはさまざまである
の証券化とりわけ金融工学を活用した「リス
が、一般にリスクは最小限に抑えながらでき
クの商品化」が、金融市場を投機化させてバ
るだけ高い利回りを保証するものが求められ
ブルの原因を作り出していることを抉り出し
る。そこでリスクの高い原資産をもとにして、 ている。
リスクを軽減したり切り離したりした高利回
資本主義の「歴史的限界」と現代の課題
りのさまざまな金融商品が金融工学を駆使し
て開発された。
経済の金融化と過剰な貨幣資本は、グロー
その際とられた方法が証券化であり、サブ
バル化と新自由主義に基づく市場中心主義経
プライムローンのようなリスクの高いローン
済政策の下で、金融市場を投機化させている
を一束にして証券化し、それをさらにリスク
ばかりか、石油や農産物など商品市場にも侵
や利回りの異なる数個のクラス（トランシュ
入し、生活必需品までを投機の対象にするに
＝フランス語で切り分けるの意）に切り分け
いたっている。さらに今回の世界金融危機は
て再証券化する。その際、シニア、メザニン
多くの国の実体経済を直撃し、雇用を脅かし、
などリスクと利回りに応じた一連の商品を品
格差を拡大し、社会保障など国民の生活基盤
揃えし、機関投資家がリスク選好度に応じて、 にも著しい悪影響を及ぼしている。
自らの運用方針に合った商品を購入できるよ
以上のような分析に立って著者は、現状は
うにする。こうした手法による金融商品の開
いまや「市場の失敗」にとどまらず、「資本
発を著者は「リスクの商品化」と名づける。
の失敗」の様相を示しており、現代資本主義
リスクとは将来の不確実性を意味するもの
は人類の生存とその将来を保障できなくなっ
なので、それをもとにしてつくられた商品は
ており、もはや部分的な手直しでは克服でき
たとえ格付けや保険で裏打ちされていても、
ない歴史的限界に逢着していると診断する。
もともと実体のない商品である。投資銀行は
著者はこうした立場に立って、当面する課題
原資産から二次、三次と幾重にも組み替える
として、新自由主義政策を逆転し金融機関と
証券化の手法によってさまざまな種類の膨大
金融システムを公共財、社会関係の基盤と位
な金融商品を組成した。これによって投資銀
置づけ、規制の強化などによって金融主導型
行はより多くの機関投資家に商品を販売し、
経済の転換をはかることを提唱している。
また新たな投資家を呼び込むことが可能と
今回の世界金融恐慌を資本主義制度固有の
なった。
病理として捉え、「資本主義の限界」論をは
大手投資銀行はこれらの仕組み商品を組成
じめ「資本主義システムの崩壊」、「アメリ
し販売することによって莫大な手数料収入を
カ金融帝国の崩壊」などなど、資本主義のシ
獲得しただけでなく、市場から調達した資金
ステムそのものを根柢から批判するさまざま
でレバリッジを利かし、自ら自己勘定で保有
論調が広く生まれる状況が出ている。たしか
し利ざやを稼ぐことができた。大手商業銀行
に70年代以降、経済の行きづまりに直面した
も 傘 下 に SIV と 呼 ば れ る ペ ー パ ー カ ン パ
現代資本主義が、その起死回生策として選択
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した道が「経済の金融化」であったことから
すれば、その「金融化」のまさに最先端で起
きた今回の世界金融恐慌は、資本主義そのも
のの存続の可否を問う深刻な問題を提起して
いるものといえる。
しかし資本主義の行きづまりがさらに深ま
ったとはいえ、直ちにそれに代るシステムに
移行する条件が成熟しているわけではない。
いま世界はグローバリゼーションの波の中で、
旧共産圏や途上国を含め世界の多くの国が資
本主義の経済システムの下に包摂されている。
また資本主義には英米型とは別にヨーロッパ
の福祉型資本主義など多様なタイプがあり、
また途上国を含め少なからぬ国で新自由主義
路線とは異なる資本主義の代替的システムが
模索されている。
本書で著者が主張するように「経済の金融
化」が問題の根源にあるとするならば、「金
融化」した経済をどう正常な経済に戻すかが、
さしあたっての課題となるであろう。近年の
目覚ましい金融技術の発展や金融機能の拡大
を、暮らしや経済にどう生かしていくことが
できるのか。バラバラに切り離された「ヒ
ト・モノ・カネ」を再び統合する理念と政策
が求められる。
もちろん資本主義も他のシステムと同様に、
歴史的制約を免れないものであり、いずれそ
れは乗り越えられ、より進んだシステムに移
行することは避けられない。そして資本主義
を乗り越えた先に来るべき未来社会について
も、新しいタイプの社会主義を含めさまざま
な可能性があり、模索が始まっている。いず
れにしても資本主義を乗り越える力と方向お
よびその内容は、資本主義システムの進展の
中に胚胎し成熟していくものであり、その中
で、生まれる運動によって切り開かれていく
ものであろう。
著者はカール・ポラニーにならい、金融シ
ステムを社会経済システムに「埋め込む」こ
とを提案しているが、市場を社会に「埋め込
んだ」資本主義と市場の機能を取り込んだい
わゆる市場社会主義との間にはそう大きな距
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離はない。伊藤誠氏は資本主義にも社会主義
にも多様なモデルが生まれていることを示し
た上で、こうした多様な政治経済体制の「選
択肢の間の壁」が低くなっており、民衆運動
によって乗り越えられる可能性が増している
ことを指摘している（伊藤『幻滅の資本主
義』大月書店、2006年）。
また鶴田満彦氏はつぎのようにいう。恐慌
は諸矛盾の暴力的な爆発であるとともにその
一時的な解決でもある。今回の恐慌を通じ過
剰信用や過剰生産は圧縮されることになるが、
その後に表れる経済は元に戻るだけではなく、
大きい構造変化を伴う。どのような変化が生
ずるかは自然にきまるのではなく、「現状を
見据えた地球市民の意思と行動にかかってい
る」と（鶴田、「グローバル資本主義と日本
経済」櫻井書店、2009年）。
著者は金融グローバル化に対して途上国や
先進国の市民運動や労働運動による批判的な
潮流が高まっていることを紹介しているが、
こうした運動も現代資本主義を乗り越える力
大きな要素となるであろう。こうした運動が
充分成熟したときにこそ資本主義の限界は現
実のものになる。どのような運動が資本主義
の限界をどのように乗り越えていくのか、そ
れが本書を読んでの私の最大の関心事である。
本書は現に進行している世界金融危機をリ
アルタイムで追跡し、これに関する世界中の
経済学者や専門家の最新の膨大な著書や論文
を渉猟することによってまとめられ、複雑で
込み入った金融の世界を余すところなく解き
明かすことに成功している。同時に著者は本
書の執筆過程において、金融労働者や市民研
究者などを中心とする勉強会でたびたび報告
し、討論を積み重ねるなかで練り上げたもの
であり、単なる学術書にとどまるものではな
い。いずれにせよ本書は時宜にかなったユニ
ークな書であり、読者は本書から多くのこと
を学び、また考えることができるであろう。

