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東南アジアからみる昆虫食事情
サスティナブルな食糧の今後

NPO法人食用昆虫科学研究会 理事長

JICA草の根技術協力事業

「ラオス農村部住民の食糧事情向上を目指した

昆虫養殖技術開発事業」

プロジェクトマネージャー兼昆虫専門家

合同会社TAKEO 技術顧問 佐伯真二郎
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自己紹介

2008年 「なぜ昆虫に食欲がわかないのか」研究開始。食べたらおいしい！

2011年 食用昆虫科学研究会 加入

2014年 NPO法人化 初代理事長就任 （現任）

2015年 神戸大農学研究科博士後期課程単位取得退学

「昆虫バイオマスの農業利用へむけたトノサマバッタの生理生態学的解析」

2017-2019年 AIN ラオス 昆虫食を含めた栄養改善プログラム 昆虫専門家

2020-2023年 JICA草の根パートナー型

プロジェクトマネージャー兼昆虫専門家

2020年9月 書籍「おいしい昆虫記」出版！

2020年10月までに、419種の昆虫を茹でて味見して記録。

昆虫レシピ開発、イベント出展、アート展「昆虫食展」企画、

講演、書籍監修、大学の非常勤講師などなど

適切な人に適切な虫をオススメする専門家
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昆虫食に未来はあるか？

3

どの昆虫食が有望か？
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昆虫食は他より有望か？
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今日のテーマ
正しい仮説検証か？

こっち！
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例題
「昆虫食にアレルギーはありますか？」

● あります→デメリット
● ありません→メリット

● メリットとデメリットを公平に比較

しているように感じる。

私達が気づきにくい仮説

「昆虫を食べないことで

誘発されるアレルギーは

ありますか？」
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アレルギーの
二重抗原曝露仮説と昆虫食

● コチニール食物アレルギーは成人女性の発症が多い（2013,山川）
（男性が1、女性が19名）口紅などの経皮感作かもしれない。（要検証）

（日本ラテックスアレルギー研究会会誌 17(1): 49-53, 2013）

● 環境にあるものを食べ、免疫反応を抑制する免疫記憶の仕組みから見れば、

非昆虫食という社会的偏食が、昆虫への食物アレルギーを誘発しているかも

しれない。（要検証）

微量の皮膚曝露
↓

皮膚バリアの弱いところ、
粘膜を介して体内へ

↓
流入領域
リンパ節

↓
IgE産生の亢進

↓

アレルギー

経口摂取
↓

消化管での受容
↓

腸間膜リンパ節
↓

IgE産生の抑制
↓

耐性

Epidemiologic risks for food allergy（2008）Fig.1より引用改変
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地球上の生物から
未来の食料候補を見つけよう。

昆虫, 56%

植物, 15%

原生生物, 
5%

菌, 4%

脊椎動物, 
3%

細菌; 
0.2% その他, 17%

Global Biodiversity −Status of the earth’s living resources, 
Chapman & Hall Global Diversity Assessment, Cambridge University Press より改変
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食物新奇性恐怖（フードネオフォビア）
という大人の症状。

● 人間は母乳栄養から離乳するため、幼少期

のフードネオフォビアは小さく、大人ほど

大きくなる。

● 本来は雑食動物の性質。十分に育ってから

食材をあえて増やすことは、おおむねデメ

リットが大きい。

● フードネオフォビアがすぎると、偏食が栄

養リスクを高める危険も。

● 「非昆虫食」という社会的偏食のデメリッ

トを見てみたい。
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嫌悪感、偏見をぬぐえない私達が
正しく仮説検証を進めるには

● 人間は「合理化」の性質があるので、嫌悪感や偏見に都合の良いアイ

デアを発想・支持しがち。

例・昆虫食は貧困地域の貴重なタンパク質、だから私は食べなくていい

● 昆虫の専門家、食品の専門家、農業の専門家、そして昆虫食文化の当

事者（＝ラオスとタイ）の対話から、未来の昆虫食へのアプローチが

開発される。

→体系化された「昆虫食学」の成立へ！

12

きょうのもくじ
東南アジアからみる昆虫食事情
サスティナブルな食糧の今後

1. フードセキュリティと昆虫食研究

2. ラオスのフードインセキュリティ

3. ラオスの栄養改善活動はサスティナブルな昆虫

養殖場開発でもある。

4. タイの昆虫食品技術は性善説で広がる。

まとめ

世界中でビジョンが共有できる昆虫食開発へ

13
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1 フードセキュリティと昆虫食研究

15

Food Security 食料安全保障

● 全ての人が，いかなる時にも，活動的で健
康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜
好を満たすために，十分で安全かつ栄養あ
る食料を，物理的，社会的及び経済的にも
入手可能であるときに達成される状況。

（1996年世界食料サミット ローマ宣言）

出典:国連食糧農業機関(FAO)ほか「世界の食料安全保障と栄養の現状2017」
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フードセキュリティの4要素
＋サスティナビリティ

● Food availability 量は十分？
● Food access アクセス可能？
● Utilization 有効活用できてる？
● Stability 安定性は？
＋Sustainability    持続可能？

食料安全保障（フードセキュリティ）を
高めうる新食材は何か？

17

フードセキュリティと昆虫食研究

1. コオロギ、ミールワーム、トノサマバッタから排出される温室効果ガス
相当量はウシ・ブタより少ない（Dennis G, 2010）

2. タンパク質栄養効率ではニワトリとコオロギにさほど違いはない。(M.E. 
Lundy, 2015)

3. ライフサイクルアセスメントでコオロギは将来的にニワトリを超えるか
もしれないが、どちらも配合飼料の生産にかかる環境負荷が大きい。
(A. Halloran, 2017.)

4. コオロギ添加ヨーグルトで腸内環境がよくなるかも※RCT(V.J. Stull, 2018)

5. シアの葉を食べるおいしい野生芋虫の発生はシアの収量を下げず、周囲
のトウモロコシに光と栄養を供給し、農地の収量を増やす（C. Payne, 
2019）

18
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体重1kg増加あたりの温室効果ガス
放出量(CO2相当量g/kg mass gain)

（Dennis G, 2010より作成）

牛豚ミールワー
ム

コオロ
ギ

トノサマバッ
タ

昆虫は温室効果ガス放出量が少ない（2010）

19

2013年５月FAOが報告書を発表

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF 
THE UNITED NATIONS
Rome, 2013

「食用昆虫
-食料・飼料安全保障の
ための将来の展望-」
Edible insects
Future prospects for 
food and feed security 

20
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タイ東北部におけるコオロギ農家のライフサイ
クルアセスメント(A. Halloran, et al 2017)

● 紫が「飼料生産にかかる環境負荷」の部分。

21

芋虫に葉を食べられたシアの木は実を減らさず、
周囲のトウモロコシに光とフンを供給し、農地の
収穫総量を増やす。（S. Payne 2019）

Fig.3より引用改変

イモムシは食品アクセスを向上させ、現地のフードセキュリティに貢献している
（ S. Payne 2020）という続報あり。
※昆虫を除外する農業が、必ずしも収穫を最大化しない、という反例。
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2,ラオスのフードインセキュリティ

23

Food Insecurity フードインセキュリティ

● Food availability       量が不足。
● Food access  アクセスが阻害される。
● Utilization      有効活用されない。
● Stability 不安定。
-Sustainability 持続可能でない。

Malnutrition （栄養不良）

24
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Malnutrition（低栄養・栄養不良）

栄養が要因となり健康を損なう状態。

貧困国における保健政策の課題。

お金がない、時間がない、教育がない、イン

フラがない。感染症との相互作用など複合的。

富裕国がフードセキュリティを高めるビジネ

スを探る中、フードインセキュリティは貧困

国の田舎で進行中。

25

国際保健NGO ISAPHとの出会い。

● 2013年、食用昆虫科学研究会に2つのNGOから入会があった。
「ラオスでは昆虫をよく食べるが子供の栄養状態が悪い」

これはけしからん。ラオスへ。

26
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ラオスの風景

27

28
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AIN 味の素ファンデーション助成

29

日本とラオスの場所

日本

2008年研究開始

2011年から食用昆虫
科学研究会に合流

ラオス

2017年NGO,ISAPH
とともに活動開始

2023までは在住予定

30
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日本とラオスの比較

日本 ラオス

面積 377,900 km² 238,000 km²

人口 1.265億 (2018年) 706.2万 (2018年)

宗教 仏教など 仏教など

気候区分 温暖湿潤気候 熱帯冬季少雨

昆虫食 ほとんど食べない 当たり前に食べる

昆虫学 世界でも充実 ほとんど普及していない

31

ISAPH作成資料より

32
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地域における
潜在資源へのユーティライゼーション向上

Key strategies to further reduce 
stunting in Southeast Asia:
Lessons from the ASEAN countries 
workshop より作成。

潜在資源としての
昆虫は？

=昆虫食文化をもたない
先進国が主導してきた。

どんな相互作用が？

昆虫PJ

33

ラオスの保健と栄養の問題

● 昆虫は栄養がある。

● ラオスでは鶏卵と同じくらいの頻度で

昆虫を食べている。

● しかしラオスでは子供の4割が栄養に
問題を抱えている。

● 栄養教育では昆虫も含めた栄養の話を

しているが、食習慣がまだまだ変わら

ない。

● スナック菓子、清涼飲料水などのジャ

ンクフードがすでに入ってきている。

34
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昆虫は高く売れる。

● 昆虫は牛肉より高い。

● 農村部の世帯「虫は採って食べ、

余れば売るもの」

● 都市部の世帯「虫は高いので豚肉

を買う。お金持ちは買って食べ

る。」

→価格の高止まりが都市部貧困層の
昆虫食離れを生んでいる。

→養殖で現金収入も見込める！
→アクセスを容易にするには
ゆくゆくは価格を下げる必要がある。

食品名 * 価格（LAK）／kg 価格（JPY**）／kg

蜂の巣（子）*** 90,000～250,000 1,240～3,445

バッタ（天然） 100,000～150,000 1,378～2067

牛肉 70,000 965

水牛 70,000 965

コオロギ（天然） 65,000 896

ナマズ（天然） 50,000 689

豚肉ソーセージ 50,000 689

鶏肉 40,000～50,000 551～689

カエル（天然） 35,000 482

豚肉（骨なし） 35,000 482

豚肉（骨付き） 20,000～30,000 276～413

ティラピア（養殖） 20,000 276

ナマズ（養殖） 17,000～18,000 234～248

ニンニク 15,000 207

海水魚（輸入） 13,000 179

食用油 10,000～12,000 138～165

トマト 10,000 138

細竹の子 10,000 138

血の塊 10,000 138

玉ねぎ 8,000 110

うるち米 7,000～8,000 96～110

ライム 7,000 96

人参 7,000 96

タニシ（天然） 7,000 96

もち米 5,000～6000 69～83

もやし 6,000 83

筍 5,000 69

カニ（天然） 5,000 69

食塩 3,000 41

35

ラオス農村部の栄養モデル

KHAO

Carbohydrates

Protein
Vitamin
Fat
Minerals

タンパク質はそこそこ足りてた！

37
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ヤシオオオサゾウ
ムシ案
§ 本来はヤシの成長点を食
う害虫

§ キャッサバ芋を主体とす
る培地で養殖が可能

§ 2kgのキャッサバ芋から１
kgのゾウムシがとれる。

§ 呆れるほど飼育が楽。

§ 35日で収穫、1kg1000円
で売れる！

§ 脂質、不飽和脂肪酸、ミ
ネラルが豊富。

ヤシオオオサゾウムシ

38
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3,ラオスの栄養改善活動はサスティナブ
ルな昆虫養殖場開発でもある。

41

熱帯農業への投資は
地球温暖化への「適応戦略」

● 今すぐ温室効果ガス排出をゼロにしても、今後数十年は
温暖化が進む。緩和だけでなく温暖化への「適応戦略」
も必要。

● これまで温帯（富裕国）の技術を一方的に熱帯（貧困
国）に押し付けてきたが、今後は熱帯の農業を温帯が逆
輸入する未来に備えるべき。

→「温暖化した未来の富裕国の農業」に備えるためには
「今の熱帯農業」へのESG投資が必要。

42
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ラオスの小農が
サスティナブルな農業のプロトタイプになる。

● 自給飼料・循環型農業

＝農家の負担↓
＝都市とのアクセス格差↓
＝農地の荒廃↓
＝持続可能な農業

● 殺虫剤を使わない農業

＝殺虫剤の費用負担↓
＝環境負荷↓
＝食用に適さない毒植物を虫で濃縮転換する農業

→未来の地球が求める農業のプロトタイピング

43

４，タイの昆虫食ビジネスは
性善説で広がっていく。
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2017年 コオロギ養殖にガイドライン
（GAP）を国が作成

47

タイのコオロギ養殖場 食品工場

48
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タイのコオロギ養殖場 小規模養殖

● GAPができてから行政の担当者
がアドバイスに来たり、我流で

やっていたコオロギの品質がよ

くなった。

● 夫が目を悪くしてパソコンの仕

事から解雇されたので開始

● YouTubeでやりかたを公開

49

バンコクのレストラン Insects in the backyard

50
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2020年
FAOがコオロギ養殖のガイドラインを公開

● タイGAPよりも「小農=ペザン
ト」（peasant）を中心にした
内容。

● なぜなら世界の食糧生産の８割

以上を小農が生産しているから。

● 低インフラ、小規模養殖が大き

なメリット。

● 小規模農家の互助を促すことが

大事。

※しかし表紙のオオコオロギはこの

飼育方法では養殖不可。

51

まとめ 世界中でビジョンが共有できる
昆虫食開発へ

52
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日本は多くの分野が昆虫に対応していない。

昆虫学

工学
嫌悪
感

応用昆虫学社会心理学

認知行動療法

そもそも昆虫嫌悪の「治療」を望んでいない

そもそも昆虫を増やすことを
想定していない

そもそも昆虫の味に注目していない

54

昆虫図鑑に味を記載する。
419種661パターンの味見を記録

55



2021/1/12

25

おいしい昆虫トップ１０

１位 トビイロスズメ・幼虫・前蛹 100点

２位 エリサン・蛹 98点

３位 トノサマバッタ・成虫 96点

４位 オオシモフリスズメ・前蛹 95点

４位 フェモラータオオモモブトハムシ・蛹・前蛹／95点 95点

４位 モンクロシャチホコ・幼虫 95点

８位 アブラゼミ・幼虫 94点

８位 オオスズメバチ・蛹 94点

１０位 ヤシオオオサゾウムシ・幼虫93点

１０位 アゲハチョウの仲間 幼虫 93点

70点ぐらいを美味しく
料理するのが一番燃え
る。

56

社会を挑発して問題提起するデザイン
スペキュラティヴ・デザイン

● 認知されている社会問題に対する

「答え」をデザインするのではな

くて「社会に問題とされていない

ことの問題」に切り込むデザイン。

● 挑発的で、SFじみたワクワク感、
神経を逆なでするような不快感、

などなど現代アートの価値観とも

近い発想。

● 昆虫食もまた、スペキュラティヴ

であるべきではないか？

57
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スペキュラティヴ・デザイン
問題提起のデザイン

PPPP図

現在
未来

Possible
起こりうる

Plausible
起こってもおか
しくない

Probable
起こりそう

Preferable
望ましい

引⽤出典＝アンソニー・ダン&フィオナ・レイビー『スペキュラティヴ・デザイン』

59

カルチャーとしての昆虫食
役に立つ/たたないで分断しない。

● デイビッド・ウォルト

ナー・テーブス

● 築地書館「昆虫食と文

明」

● 「内山昭一は、日本で、

そして全世界で昆虫食推

進の急先鋒になってい

る」

● FRIDAYにタガメウォッ
カとパンティ姿の女の子

が一緒に載っていること

の衝撃。これぞ昆虫食の

魅力だ（？）

デイビッド・ウォルトナー・テーブ
ス
築地書館「昆虫食と文明」
「内山昭一は、日本で、そして全世
界で昆虫食推進の急先鋒になってい
る」

60



2021/1/12

27

昆虫料理研究会
東京虫食いフェスティバル

● 昆虫料理コンテ

ンスト

● ホラー漫画の虫

食い

● 蟲ソムリエコー

ナー

● などなど

● 昆虫を食べるだ

けでつながる仲

間

61

「好奇心を刺激する！」タガメサイダー

● 2011年タイワンタガメのフェロモ
ンの分子構造を見ていて、「アル

コールに溶けないか？」と着想。

タガメウォッカをつくる。洋梨の

ような高級感のあるフルーティー

な香り。

● タガメ2週間以上漬け込むと泥臭さ
が出てしまう。

● 2019年 研究会の初期メンバーで

TAKEO社員になった三橋さんが特
許技術で解消。ソフトドリンクへ。

● 売上の一部はタガメ研究者へ寄付

62
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● 合同会社TAKEOと弘前大学、トノサマバッタの食用利用に関する共同研究
を開始《プレスリリース》2020年8月

● ドライフィードを中心に、養殖システム全体を構築・知財化する
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養殖システムデザインと住空間デザイン。
昭和女子大学 オオニシタクヤ先生

http://entomfarm.org/wp-content/uploads/2018/08/EXP-
poster.pdf より許可を得て引用。

「住宅は住むための機械である（machines à habiter）」
ル・コルビュジエ
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http://entomfarm.org/wp-content/uploads/2018/08/EXP-poster.pdf
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まとめ
世界中でビジョンが共有できる昆虫食開発へ

● 昆虫食文化が薄い富裕国の大資本が「栄養豊富」を広告に昆虫食ビジネスで

儲けたとき、昆虫食文化が濃く残るラオスの栄養問題が放置されたのでは、

文化の盗用ではないか。

● 昆虫を食べたくない人が多い、嫌悪感を持つ人が多い、ということは、昆虫

食推進企業が何か間違いを犯したときに、盛大に叩かれることに備えないと

いけない。ESG投資をはじめからやることがリスク回避になる。

● 富裕国も、貧困国も置き去りにしない、新しい昆虫食のビジョンを共有して

いくこと。

＝昆虫食がサスティナブルな食料になるための第一歩。
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