はじめに
本書はアメリカの「銃の普及」「食品業界」、そして医療保険を含む「金融業界」を取材
したドキュメンタリー映画の紹介です。取り上げる 4 作品それぞれが、各監督の評価の高
い代表作であり、さまざまなメディアで紹介され、日本語字幕付きでわが国でも販売され
ています。
アメリカでは銃規制が進まないどころか今も銃火器の売り上げがますます伸びていま
す。マイケル・ムーア監督の『ボーリング・フォア・コロンバイン』は、「銃社会」であ
る背後に、教育・労働・人種問題があることをつぶさに見せてくれます。医療保険もアメ
リカの熱い問題です。おなじくムーア監督の『シッコ』は、基本的人権に直接関わる「医
療」をニクソン大統領の時代から国家（連邦政府）が私企業とともに「食いもの」にして
きたことを暴いています。他の先進国並みの医療を国民すべてに、と謳ったはずのオバマ
ケアは、議会での議論と議決を経て、日本やヨーロッパで国が主導する「国民皆保険制度」
とはまったく異なるものになりました。
ロバート・ケナー監督の『フード・インク』は、主要穀物、牛、豚、鶏肉が数社によっ
て支配されているアメリカの食品業界の不合理性を浮き彫りにしています。日本で消費さ
れる大豆の大部分を占めるのがアメリカ産大豆ですが、本国で遺伝子組換えなどについて
の情報隠ぺいに対する抗議の声があがっています。映画中に直接の指摘はありませんが、
アメリカの食品業界の寡占構造と値動きの激しい石油に頼る農業のあり方が小麦の供給を
不安定にし、それが遠くエジプトで火が付いた「アラブの春」とその後の混乱の引き金と
なりました。
チャールズ・ファーガソン監督の『インサイドジョブ』は日本でリーマン・ショックと
呼ぶ 2008 年の金融危機がいかにして起こったかを取材しています。何度か回避のチャン
スはあったにもかかわらず、金融業界を牛耳る人々の貪欲が世界の人々に重篤な影響をも
たらしたこと、その体制は基本的にはまだ変わっていないことが報告されています。
ここでとりあげた映画をぜひ鑑賞なさってください。
末尾になりましたが、本書で扱うトピックを大学で取り上げることの重要性を理解して
下さいました安居洋一氏と、夏休みを切り上げて英文の校正をして下さいましたサイモン・
ロザーティ先生に感謝いたします。
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UNIT 1

Food, Inc.

[1]

本来草食である牛に穀物であるコーンを与
え続けた結果、アメリカでは何が起こったの
か。数歩進むと動けなくなる鶏はどのように
育てられているのか。農産物の種子をめぐっ
て農家とグローバル企業のあいだでどんな攻
防がくりひろげられてきたのか。たった数社
の企業がアメリカ全体に食肉を提供すること
にはどんなリスクがあるのか。そもそも消費
者はこれら食品について知るべきことを知っ
ているのか。食について消費者が声をあげる
ことを阻むのは誰なのか。
食品が消費者に届くまでの過程を追った
『フード・インク』（2008）は、命の基礎とな
る食べものがどんなふうに工業生産されてい
るかを映し出す。食の問題は当然ながら、貧
困や移民政策の矛盾、企業と政府の関係など、
アメリカ社会がかかえる問題と切り離すこと
はできない。映画の基礎となった『ファスト
フードが世界を食いつくす』の著者エリック・
シュローサーがプロデュースにも参加し , ロ
バート・ケナーとエリス・パールスタインが

使われ、また日本人の第二の主食ともいえ

監督したこの映画は、第 82 回アカデミー賞ド

る大豆の多くはアメリカから輸入されてい

キュメンタリー長編賞にノミネートされた。

る。この映画が明かす食の舞台裏はわれわ

日本の畜産や養殖にもアメリカの飼料が

Meet packages sold at a supermarket in the USA

れにも無関係ではない。

Corn production map of the USA



Food, Inc. (1)

Get ready with vocabulary
I

日本語と英語を一致させましょう。

1 産業・業界 （

）

2 消費者 （

）

3 効率

（

）

4 牧畜

（

）

5 供給業者

（

）

6 寡占

（

）

7 小売業者

（

）

8 移民

（

）

9 搾取する

（

）

10 寿命

（

）

II

oligopoly

industry

exploit

efficiency

lifespan

cattle-farming

supplier

consumer

retailer

immigrant

選択肢を使って日本語に合う英語の句を完成しましょう。

1 その事実は巧みに隠ぺいされてきた the fact has been［
2 食品生産の工業化

［

］of food production

3 労働の単純化と分業化

［

］and dividing the labor

4 調理過程

cooking［

5 屠殺・食肉加工

slaughtering and［

］

6 失業率

［

］rate

7 加工食品

［

］food

8 毒性のウイルスに感染する

infected with［

9 ひどい労働条件

horrible working［
［

10 13 に統合される



］concealed

］

］viruses
］

］into thirteen

processed

meat dressing

poisonous

process

unemployment

industrialization

consolidated

conditions

simplifying

cunningly

Unit 1

Reading
以下の質問の答えを用意するつもりで英文を読みましょう。

1

アメリカのスーパーマーケットにある食品について、エリック・シュロッサーの著書はどんな
現実を伝えているか。

2
3

食品生産の工業化はどのように始まり、広がったのか。
CAFO の豚肉生産における労働者はどういった状態に置かれているか。

Industrialization of Food Production

5

10

15

20

25

In the last half century, Americans have seen changes in
food production greater than seen by humans in ten thousand
years.
An average of 47,000 food items are available in
most supermarkets in the United States. And just like in
Japan, chickens and tomatoes on the shelves often have a
label carrying some farmer’s name on it. But that is just a
pastoral fantasy. In fact, many of these items are produced
in industrialized systems owned by a few big companies
depending on limited kinds of crops. Eric Schlosser*,
the author of Fast Food Nation: the Dark Side of the All
American Meal (2001), says that a small number of powerful
companies control the entire food industry in America, and
that the fact has been cunningly concealed from consumers.
This book was part of the inspiration for Robert Kenner, the
director and co-producer of the movie Food, Inc. (2008).
The industrialization of food production ― it all started
in the 1930s with McDonald’s drive-ins. The McDonald
brothers one day came up with an idea for better cost
performance: simplifying and dividing the labor. When
workers repeat only a part of the cooking process like frying
potatoes or putting a slice of meat patty on buns, their
efficiency will be pushed up. At the same time, they will
become easily replaceable and thus labor costs can be cut.
The brothers, as we know, achieved a huge success.

pastoral

牧歌的な

cost performance
=cost effectiveness

replaceable

取り替え

可能な



Food, Inc. (1)

30

35

40

45

50

55

60

Their business became a monster buyer of beef, pork,
chicken, potatoes, apples, lettuce, and other cattle-farming
and agricultural products. A notable phenomenon followed:
as McDonald’s grew bigger, it needed bigger suppliers, and
the suppliers duly expanded their business scale no less than
did their buyer. They too simplified and divided labor and
aggressively pursued better cost-performance and higher
profits. In the 1970s, the top four meat suppliers occupied
only 25% of the market. In the 1980s, their share reached
over 80%. So in the States, even outside fast food restaurants,
even when people buy groceries at a supermarket and cook
at home, they can scarcely escape food produced in this
industrialized system.

notable phenomenon
際立った現象

aggressively

積極的

に

Oligopoly and Meat Factories
Let us trace, for example, pork packed with labels
carrying different brand names or farmers’ names, from
retailers in various states in America to their production
sites. Then we will see most of the packages end up in a
town in North Carolina that had long suffered from high
unemployment rates. There, workers commute from areas
within about a 50 miles-radius and engage in slaughtering and
meat dressing. Among them are a large number of immigrants
from South America. The huge factory is managed by
Smithfield Foods, Inc.*, whose head-quarters in Virginia
was the first to establish a Concentrated Animal Feeding
Operation (CAFO).
“Smithfield has mastered the art of picking and choosing
a workforce that they can exploit,” says the narrator in Food,
Inc. Its workers kill 2,000 pigs an hour and take out the guts
to process the meat. No wonder they often get infected with
poisonous viruses through their broken nails. The company
does not mind the filthy environment for hogs soon to be
killed. It pays no attention to the horrible working conditions
or shorter lifespans of its workers, either.


North Carolina

ノースカロライナ州

（かつてはタバコ生産
で潤っていた）

radius

半径の範囲

head-quarters

本部

Concentrated Animal
Feeding Operation
(CAFO) 集中家畜

飼養 → Appendix 参照

get infected

感染する

Unit 1

65

70

In the 1970s, there used to be several thousand slaughter
houses in America. Now they have been consolidated into
thirteen. The one Smithfield runs in North Carolina is the
biggest among them and probably the biggest in the world.
The U.S. beef industry has the same business model
only on a bigger scale. It is shocking to see a cow unable
to walk from some disease being pushed into the meat
factory together with other cows. The movie also shows
that most of the chicken farms in the country are controlled
by giant companies such as Tyson Foods, Inc. through
compulsory business loans they arrange for chicken farmers.
Their contracts never allow the farmers to be financially
independent nor to employ their healthy traditional ways to
raise chickens. ■

compulsory

強制的な

与えられた選択肢を使って英文を完成しましょう。

1

[ 1           

] of food production for better cost performance started with

McDonald’s; it simplified and divided the [ 2               ]. The big business needed
big [ 3               ], which also sought for [ 4

] with industrialization of the

[ 5               ] process.

efficiency

2

production

labor

suppliers

industrialization

In many supermarkets in the States, we find a variety of packed meat

products carrying farmers’ names on their [ 1        

]. But most of them can

be traced back to factories run by a few big companies. There, [ 2        
poor local people work mostly under horrible working [ 3        
often get [ 4

conditions

]. These workers

] with poisonous viruses and have shorter [ 5        

lifespans

immigrants

labels

] and
].

infected



Food, Inc. (1)

Eric Schlosser 「エリック・シュローサー」（1957– ）
メジャーテレビ局 NBC の重役の息子としてニューヨーク、マンハッタンに生まれ、ロサンゼルス
で育った。アトランティック・マンスリー誌の記者として執筆を始める。アメリカ帝国主義、麻薬問題、
食品問題をテーマに、脚本やノン・フィクションを手掛けている。著書『ファストフードが世界を
食いつくす』は、フィクション映画『ファストフードネイション』（2006）の原作でもある。

Smithfield Food, Inc. 「スミスフィールドフーズ社」
1935 年ヴァージニア州スミスフィールドで創業。2013 年から中国政府管轄の上海グループ
（Shanghui International Holdings Ltd）傘下。2012 年において従業員数は 52,400 人、131 憶ドルの売り
上げ、3 億 6 千万強の純利を発表している。ノース・カロライナ州ターヒールに世界最大の食肉処
理施設を開設したのは 1992 年。年間 1500 万頭の豚を「飼育」し 60 憶ポンドの豚肉を生産。米中
に加えブラジル、フランス、メキシコ、ポーランド、ルーマニア、スペイン、英国で事業を行い、
Smithfield の他 Cook’s Ham, Gwaltney, John Morrell, Krakus Ham, Patrick Cudahy, Stefano’s とさまざまな
ブランドを展開。廃棄物汚染から過酷な労働条件、多量の抗生物質の使用など、Tyson Foods と共通
する問題が指摘されている。妊娠した豚を身動き不能な空間で飼育するといった、動物の虐待的扱
いも問題視されている。

動けない状態で飼育される豚



