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• （独）国際協⼒機構（JICA）⻑期派遣専⾨家（ラオス農林省林野局）

として森林管理・造林担当
• （公財）地球環境戦略研究機関（IGES）研究員として、⽇本を含むアジア

の森林保全に関わる研究プロジェクトに参画
• IGES在籍中に東京⼤学⼤学院農学⽣命科学研究科にて博⼠号取得

 九州⼤学 熱帯農学研究センター 准教授 (2011年4⽉から）
（兼任）⼤学院地球社会統合科学府 担当教員
（兼任）共創学部 科⽬担当教員
（兼任）⼤学院農学研究院・附属国際農業教育研究推進センター 担当教員

⾃⼰紹介

[主な研究関⼼]
森林政策学 政治⽣態学 東南アジア地域研究

主に森（含周辺⾃然環境）と⼈との関係について研究
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新⾷品素材／マイナー・サブシス
テンスとしての昆⾍⾷

昆⾍⾷は⼈類を救うのか？

九州⼤学熱帯農学研究センター
百村帝彦
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⼈⼝増加と⾷糧不⾜

どのように食糧を確保するのか
将来の課題に

• 世界的に人口増加が継続
• とくに途上国

出典：https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/d0ewm1/world_population_estimates_for_2050/ 出典：https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/190917.html
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出典：https://www.globalforestwatch.org/blog/commodities/global-deforestation-agricultural-commodities/

森林減少を誘引するコモディティ(2001-2015)

出典：https://www.cifor.org/knowledge/photo/35743222401
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⽇本：3,780万ha



ウシによって引き起こされる森林減少（2001-2015)

出典：https://www.globalforestwatch.org/blog/commodities/global-deforestation-agricultural-commodities/

出典：https://globalforestcoalition.org/forest-cover-58/
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牧畜・昆⾍による環境への負荷の相違

出典：FAO(2013) “Edible insects Future prospects for food and feed security 出典：Oonincx (2010) An Exploration on Greenhouse Gas and Ammonia Production by Insect Species 
Suitable for Animal or Human Consumption

⽜・豚と⽐べて昆⾍は⽣産効率が⾼い 昆⾍の温室効果ガス排出への負荷は限定的
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出典：週刊エコノミスト 2016

新⾷品素材としての昆⾍⾷への注⽬

出典：JETROホームページより

2018年：EUにおいて昆⾍⾷が「ノヴェルフー
ド（⾷経験のない⾷品など）」として承認

昆⾍⾷ベンチャー企業の登場
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出典：無印良品ホームページ 出典：TAKEOホームページ

出典：https://www.konchu-shoku.com/

東京・上野アメ横に設置
された昆⾍⾷⾃動販売機

新⾷品素材としての昆⾍⾷への注⽬
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 昆 ⾍ ビ ジ ネ ス 研 究 開 発 プ
ラ ッ ト フ ォ ー ム の 設 ⽴
（2020年・事務局⼤阪府）

 九州⼤学・⼤学院農学研究
院・昆⾍科学新産業創⽣研
究センター設⽴（2018年）

福岡市内にある昆⾍⾷専⾨店

出典：bugoomホームページ



“Edible Insect”をタイトルに含む論⽂数と引⽤数の推移

出典：Web of Scienceの検索より（2021年7⽉26⽇現在）
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2015年から発⾏（Wageningen University)



出典： BUGS GROOVEホームページ 11



世界の昆⾍⾷市場規模の予測

出典：Bugs Grooveホームページ（原典はmeticulous research)

単位：100万ＵＳＤ

 2023年には市場規模が11
億USDを超えると予想

 アジア太平洋地域での成
⻑が著しい

 ヨーロッパ地域もノヴェ
ルフードとして成⻑著し
い

 昆⾍⾷が⼈類にとって重
要な⾷糧源として定着す
る可能性は⼤きい



(FAO RAP 2010)

国連⾷糧農業機関（FAO）による⼀連の昆⾍⾷研究(2013年〜）がきっかけ

(FAO RAP 2013)

昆⾍⾷への注⽬の契機

Edible insects: Future prospects 
for food and feed security

牧畜による環境問題の軽減将来の⾷糧問題への対応

(FAO RAP 2013)

(FAO 2013)

ラオスの昆⾍⾷ タイの昆⾍⾷森林昆⾍⾷セミナー報告書
＠タイ・チェンマイ・2008
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 森林保全のため森の恵み（NTFP）として
FAOが昆⾍に注⽬

 企画はFAOアジア太平洋事務所＠タイ・バンコ
クのシニア森林官のPatrick Durst⽒

昆⾍⾷ブーム



出典：https://seattleglobalist.com/2013/09/20/seattles-bug-chef-promotes-insect-diet/16587

 甲⾍類（31%）
 ⽑⾍・イモムシなど幼⾍（18%）
 ハチやアリ類（14%）
 バッタ類（13%）
 セミやカメムシ類（10%)
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どのような昆⾍を⾷べているのか（種数）？（2013年）



既存⽂献による⾷⽤昆⾍の国別の種数
 全⼈⼝75億⼈の1/4以上、約20

億⼈が1900種以上の昆⾍類を⾷
している

 アジア地域での昆⾍⾷利⽤が多
い

 ラオスの昆⾍⾷は多いが、記録
されている種数は少ない



昆⾍⾷先進国としてのラオス
⽇常的に昆⾍を消費している⼈⼝の
⽐率が最も⾼い

出典: Hanboonsong and Durst 2014
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毎⽇／週
に数回
12.8%

⽉に数回
30.6%

年に数回か
それ以下
54.6%

⾷べたことがない
2.1%

出典 Barennes et al. 2015

昆⾍⾷の利⽤頻度 ｎ=1056



ラオスでの⾷⽤昆⾍の⼊⼿⽅法
ローカル市場での購⼊

17

村落周辺での採取

(FAO 2013)



ラオスで多く⾷べられている昆⾍│ １
① タガメ ② 糞⾍（⼩）

④ 糞⾍（⼤）の蛹

③ 糞⾍（⼤）

⑤カブトムシ
ヒメカブト
メンガタカブト

⑥タケムシ ⑦ツムギアリ

体⻑２-3cm
体⻑５-６cm

18



⑧コオロギ ⑨ケラ ⑩バッタ

⑪カイコの蛹 ⑫ゲンゴロウ類 ⑬ヤゴ ⑭ハチ

ラオスで多く⾷べられている昆⾍│ ２
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29⾴

マンゴーの葉などに⽷を
紡いで巣をつくる

⑦ツムギアリ（Weaving Ant）の卵／幼⾍

(FAO 2013)噛まれると⾮常に痛いので、棒などを使って採取

卵・幼⾍に⼤まかに分別し、
⽣のまま販売



⑧コオロギ

⼟を掘って地中にいるコオロギを採取 (出典：FAO 2013)

(出典：Lao PDR)

⑩バッタ

網を使って採取

(出典：FAO 2013)



⑬ヤゴ⑥タケムシ

昆⾍によって採取す
る時期が異なる

(出典：FAO 2013)

(出典：FAO 2013)

(出典：FAO 2013)



出典：https://dungbeetle.org.nz/what-are-dung-beetles/
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② ③糞⾍

(出典：FAO 2013)
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③糞⾍（⼤）

出典：https://ameblo.jp/ikeda4160/entry-10993163265.html

出典：Amazonホームページ

出典：https://www.thailandunique.com/edible-insects-bugs/edible-
dung-beetles



コメ・⽔⽜・糞⾍ ⽣業複合の場としての⽔⽥

コメ⽣産の場としての天⽔⽥

⼤型家畜(⽔⽜）のエサ
場としての天⽔⽥

⼤型糞⾍のセミ・ドメスティ
ケーション（半家畜化）？
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 機械化での⽔⽜飼育減による⽣息域の減退
 駆⾍剤利⽤による⼤型糞⾍の減少
 ラオスとタイでの⽔⽜飼育環境の⼤きな相違

③糞⾍（⼤）の⽣育環境としての⽔⽥

⼤型糞⾍⽣息の場
としての天⽔⽥



⑦カイコの蛹：養殖

 農村での⽣⽷⽣産はほぼ消滅
 中国からの冷凍品を輸⼊
 養殖なので、⼀年中⾷べることができる
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昆⾍を採取するということ：
マイナー・サブシステンスとは？

 重要とされている⽣業活動の陰にあり、脈々と受け継がれてきている⽣業
 経済的にはそれほど⼤きな意味を持たない
 当事者たちの情熱によって継承されてきたもの
 多くの場合、⻑い歴史を持っている
 遊び仕事

■マイナー・サブシステンスの例（⽇本）
•⼭菜／きのこ採集
•狩猟
•海藻採り
•定置漁具を使った海の漁

27

出典：https://shinetsu-activity.jp/activity/2087/

出典：⻤頭1996、松井1998

出典：富塚・宮⽥2015出典：古賀2020
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マイナー・サブシステンスとしての昆⾍採取

主たる⽣業（⽔⽥耕作・作物栽培）の合間に昆⾍を採取し、⾃家消費・販売
昆⾍販売世帯には副収⼊としての意味がある

⽣業転換がみられる世帯では、昆⾍採取の時間が減少(採取に4-6時間かかる）
⾷⽂化の⻄欧化で、昆⾍⾷が⾷卓に上がる機会が減少しつつもある

(出典：FAO 2013)



マイナー・サブシステンスとしての昆⾍採取
 昆⾍採取がなくなり、養殖のみになるのか？

 それはない
• 養殖が難しい昆⾍もある
• 需要が限定的な昆⾍もある
• 昆⾍採取が⽣活の⼀部になっている世帯も

• マイナー・サブシステンスとしての昆⾍採取は今後も継続
• 養殖容易／需要の⼤きい昆⾍は、養殖に置き換わり始めている．ただし限定的
• グローバルな昆⾍⾷市場とは⼀線を画す（採取量も限られている）

(出典：FAO 2013)



九州で⾒られた昆⾍⾷(1919）

(出典：⾷⽤及薬⽤昆⾍に関する調査 1919)

福岡│イナゴ(成⾍)
熊蜂（幼⾍）

⼤分│イナゴ(成⾍)
カイコ（蛹）
スズメバチ(幼⾍)

宮崎│イナゴ(成⾍)
カイコ（蛹）
スズメバチ(幼⾍)
アシナガバチ(幼⾍)
地バチ（幼⾍）⿅児島│イナゴ(成⾍)
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 ラオスで⾷されている昆⾍とほぼ重なる
 現在の九州では、農村部での昆⾍⾷はほとんど⾒られない
 農村の位置づけが変わると、アジアでもマイナー・サブシステンスとしての昆⾍採取が減少する？



九州で⾒られた薬⽤昆⾍(1919）

(出典：⾷⽤及薬⽤昆⾍に関する調査 1919)

福岡│スズメガの幼⾍(肺病．発汗剤)
ｶﾐｷﾘﾑｼの幼⾍（⼦供の癪）
ﾏﾒﾊﾝﾐｮｳ（育⽑剤） ⼤分│キトンボ(解熱）

イナゴ（⼦供の癪）
エンマコオロギ(⾚痢)
セミの抜け殻（⽿病）
ミドリカメムシ（胃病）
コウモリガの幼⾍（⼦供の癪．肺病）
チョウ（腫物）
ｶﾐｷﾘﾑｼの幼⾍（⼦供の癪. 強壮剤）
コガネムシの幼⾍（リウマチ）
ミズスマシ（胃病）
スズメバチの幼⾍・蛹（下痢⽌め）

宮崎│カマキリ(解熱)
コウモリガの幼⾍（癪．胃病）
ﾌﾞﾄﾞｳｽｶｼﾊﾞの幼⾍（⼦供の癪．胃病）
ｱｻｶﾐｷﾘの幼⾍（⼦供の癪）
ｶﾐｷﾘﾑｼの幼⾍（胃病）

⿅児島│ｶﾐｷﾘﾑｼの幼⾍（⼦供の癪）
イモムシの幼⾍（⼦供の癪）

佐賀│ゴキブリ（てんかん）
ｺﾞﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘの幼⾍（てんかん）
ﾏﾒﾊﾝﾐｮｳ（育⽑剤）

熊本│キマダラコウモリの幼⾍（⼦供の癪）

⻑崎│ｻﾙｶｹﾉﾑｼの幼⾍（⼩児の癪）
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実はいまも⾷べている昆⾍

出典：https://www.glico.com/nutrition/product/ingredient/color/

• コチニール
• カルミン
• カルミン・コンジョウ被

覆雲⺟チタン
• カルミン被覆雲⺟チタン

出典：https://www.japan-shellac.co.jp/product02/
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出典：http://tplant.web.fc2.com/3nemunoki_amerika.html

出典：http://kosoken.blogspot.com/2018/02/blog-post.html

レインツリー＠タイ・チェンマイ
ラックカイガラムシの付着した枝
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タイで採取されていたラックカイガラムシ

セミ・ドメスティケーションの⼀形態とも⾒ることができる


