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「食事が終わりましたね。屠殺場が遠く離れた場所に 

周到に品よく隠されているとしても、食べた者もそれに関わっていることは 

否定できません。」 ・・・・・・ ラルフ・ウォルドー・エマーソン 

（横井純/訳） 

 

ある出来事 
 今から約１７年ほど前のその日（私の人生を変えた日）

に、私は吊り上げ機の修理のためそれまで訪れたことがな

い場所に向かっていました。何度か道に迷った末、ようや

く目的地を見つけて中に入ると、車を停めました。車から

出たとたん、私はすさまじい腐敗臭に襲われました。長い

間太陽に晒されて腐った何かの強烈な悪臭でした。一体こ

の臭いはどこから来るのかと思い構内を見回すと、小山に

積まれた動物の堆肥、壊れて放置された機械部品が幾つか

目に入りましたが、これほど強烈な臭いを放ちそうな物は

見当たりませんでした。誰の姿もなかったので、私は事務

所を探すことにしました。角を回ると、一人の男がウィン

チを使って何かをスロープに引き上げていました。近づく

と、糞と胎盤と思われるものにまみれた子牛が引きずられ

ていて、そばでは母牛が死んだ（そうであってほしいと私

は願いました）子牛を見て悲痛な叫びをあげていました。 

 私は背筋の凍る思いがする一方で、畜殺場（屠殺場）ら

しきところへやって来てしまったのだという強烈な嫌悪

を感じたのです。私にとっては考えたくも、ましてやとて

も居たくはない場所でした。 

 とても長い時間に思えたほんの短い間、私は走ってその

場を逃げ出そうか迷いました。ウィンチが止まって、先ほ

どの男に何の用かを尋ねられました。はっと我に返って、

私は故障した吊り上げ機に用があって来たことを小声で

告げると、その日の屠殺は終わってはいたが死体の片付け

は済んでいない正に動物を殺す所に連れて行かれました。

こんな場所に来たのは初めての私には、動物の部位が、頭

はここ、腸やその他の腑はあそこといった風に無造作に散

らかっているように見えました。様々な処理段階にある死

体が、皮を剥がれたり、内臓や手足をもぎ取られた状態で

ぶら下がっていたのです。あの臭いの出所はこれで分かり

ましたが、それが部屋の隅々まで充満しているようでした。

臭いよりもその光景に私は吐き気を催すと同時に、「何故

こんなことが？」という思いが脳裏を過ぎりました。する

とその答えが頭に大きく響きました。「それはお前が肉を

喰いたいからだ！」私はこの時、Feeling sick to  one’s  

core （心底吐き気を催す）という英語の本当の意味を理

解したのです。機械にどんな問題があってやって来たのか

は、私には今となっては思い出すこともできません。 

 ベジタリアンになるという決断に従い、肉を食べること

は平和と思いやりとは正反対であり、人間の本来の性質に

反することだと確信した後、あの出来事から１年足らずで

私は会社を辞めました。食べ物に関する神話、誤った情報、

矛盾、そして支配に対する答えを求める私の旅が始まった

のです。 

 自分の決心を家族や友人に告げると、滑稽なものから私

を本当に心配したものまで厳しい忠告を受けました。私は

すぐ死んでしまうと忠告されたり、神は動物を食べ物とし

て地上に住まわせたのだと諭されたり、タンパク質、カル

シウム、鉄分が不足すると忠告を受け、力が出ないだろう

とか、今はそんな妙なことを考えているがすぐ忘れるだろ

うと言われました。私を励ましたり自分の忠告の根拠を説

明した人はひとりもなく、彼らの心配とは、要するに乳製

品及び畜肉業界が広めた神話を、よく分かりもしないのに

疑問を抱かず受け入れて、オウム返しにしているに過ぎま

せんでした。 

 

菜食主義 その歴史を手短に 
 私は「肉を食べない」ということ以外はベジタリアンに

なるには何をすべきなのかを全く知らなかったので、この

分野に関するあらゆる本や雑誌を読みあさりました。私に

とって最も助けとなった二つの精神的支えと情報源は、英

国ベジタリアン協会と英国ビーガン協会でした。ベジタリ

アン協会は、人間の生きるためや幸福のために感情のある

生き物を殺すことは生物学的に必要でもないし、道徳的に

も受け入れられないという信念から１８４７年にロンド

ンで発足しました。菜食主義は決して新しいものではあり

ませんが、「ベジタリアン」という言葉は、ベジタリアン

協会の設立にあたって作り出されたものです。それ以前は、

肉食を控える人たちは「ピタゴリアン」と呼ばれていまし

た。ピタゴラスは紀元前５００から６００年頃のギリシャ

の哲学者で、あらゆる生き物が親族関係で繋がれているこ

とや、魂が肉体から肉体（必ずしも人間ではないが）へ転

生するという思想を説きました。ピタゴラスは、「生き物
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の肉を食べる者は、大切な亡くなった人を食すことにもな

りかねない」と忠告したと伝えられています。 

 １００年近くたった１９４４年に、イギリスで新たな運

動がドナルド・ワトソンにより生み出されました。レスタ

ー在住のベジタリアン協会の他数名のメンバーと共に、ワ

トソンは菜食主義を更に押し進める決心をして、ベジタリ

アン協会傘下に乳製品を摂らないベジタリアンのグルー

プを作りたいと考えました。この提案が否決されると、自

分たちの独立した団体を創設することが決まりました。こ

の団体は後に「ヴィーガン協会」として知られることにな

ったのです。ヴィーガン(vegan)という言葉は、

vegetarian（ベジタリアン）の最初の３字と終わりの２

字をとったもので、「ヴィーガニズム（完全菜食主義）と

は菜食主義から出発し、それを論理的に必然の結果まで突

き詰めたもの」とワトソンは説明しています。ヴィーガン

協会が設立され、肉、魚、鳥肉、あらゆる乳製品、卵、蜂

蜜を除いた完全に植物性の食事を提唱し、衣服及び靴も含

め、動物を原料とした商品の代替物の製造及び使用を推奨

しました。このグループは、あらゆる搾取を無くすことが

より理性的で思いやりのある社会を創るのに必要である

と考えました。ヴィーガニズムは生まれた時から「哲学」、

そして「道」として規定されたのです。単なる食事と意図

されたことは一度もなく、今日でも生命に対する畏敬の念

をその中心に据えたライフスタイルであり、信念です。 

 菜食主義に従った食事は、有史以前から様々な文化や宗

教によって提唱されており、今日でも多くの宗教では肉を

含まない食事が唱えられています。旧約聖書の創世記では、

神はアダムとイブに何を彼らが食すべきかを明確に助言

しています。 

 

神は言われた。見よ、全地に生える、種を持つ 

草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたち 

に与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。 
創世記 １：２９ 

 

 
定義 
 私がベジタリアン食に切り替えたとき、毎年新たに数千

人が同じようにベジタリアンになっていることは全く知

りませんでした。ベジタリアンになる理由は数々あります

が、基本的に次の３つに関連しているようです。工場化し

た畜産農場で動物たちが置かれた極めて悲惨な状態と、肉

を中心とした食事の健康及び環境への影響です。これ以外

にベジタリアン食にこだわる理由は、理にかなったものか

ら見当違いなものまで様々で、実に多様な食事法がベジタ

リアン食と呼ばれています。ただし、中にはベジタリアン

食とはとても言えないものもあります。菜食主義を、食べ

ていけない物で定義しようとするのは混乱の元であり、そ

の理想とするところを誤って伝えることになりかねませ

ん。菜食主義運動の開始当初の理由は、当時と同様に今日

でも有効です。当時は工場化した畜産農場が発明される前

だったことを思い起こせば、この理由は今こそより説得力

があるとも言えるでしょう。昔は、鶏は裏庭で自由に餌を

ついばみ、牛には遺伝子操作により奇形化した乳房もなく、

ブタも鉄とコンクリートの狭い檻に閉じこめられること

もなく、今のような子牛枠（白い肉を得るために子牛を入

れて育てる暗い仕切られた非常に狭い木枠）もなく、途方

もなく大きな網で全ての物を飲み込む工場化した漁船団

が海から資源を根こそぎ略奪することもありませんでし

た。当時は遺伝子工学も、ホルモンも、抗生物質の大量投

与も、採卵用鶏舎の狭いケージも、鶏を流れ作業で屠殺す

る「処理工場」も、卵や鶏肉の流行性サルモネラ菌やカン

ピロバクター菌も、狂牛病も、ウシ成長ホルモンもありま

せんでした。菜食主義運動が今ほど必要とされているとき

はありません。 

 菜食主義とは当時も今も肉を用いた食べ物を拒否する

ことにつき、それ以上でもそれ以下でもありません。その

意味は、昔から「肉、魚、鳥肉を食べないが、乳製品又は

卵は食べることもある」ということであり、今後もそうあ

り続けるでしょう。 

 

今日の菜食主義の概要 
 ここに挙げたのは今日存在する広く知られた菜食主義

の種類ですが、１８４７年時点では全ての肉（赤肉であれ

白肉（魚、鶏肉）であれ）を拒絶することがベジタリアン

の定義であり、これは今も一般に支持されています。 

*マークをつけた最後の２つは魚と鳥肉（両方とも白肉）

を含んでいるので厳密にはベジタリアンとは言えません。

それでも、私はこうした人たちが自分のことをベジタリア

ンだと言うのをよく聞きます。これは、ベジタリアンとい

う言葉が今では健康で肯定的なイメージがあるからでし

ょう（世の中も本当に変わりました）。私がアメリカで経

験したように、『ベジタリアンです』と伝えても魚や鶏肉

を出された場合に、こういった種類もあるということを知

っておくと便利ではないかと思い付け加えました。今日の

菜食主義には、ここに挙げた種類に入れられるものの中で

も、生のものだけを食べる生食主義者からマクロビオティ

ックの実践者まで無数の細かなバリエーションがありま

す。 

 

フルタリアン：フルーツ、ナッツ、及び種子に基づく食

事法で、主に生と自然に熟したフルーツを主食とします。

フルーツは奪うのでなく、熟した時に木々から与えられた

恵みとして受け取ると考えられています。あらゆる種類の

動物製品は口にせず、身にもつけません。植物そのものを

殺してしまうような材料は食べません。 

 

ヴィーガン：フルーツ、野菜、穀物、そして豆類のみの

食事法。蜂蜜、革製品、シルクなどを含むあらゆる種類の

動物製品は口にせず、身にもつけません。 

 

ラクト・ベジタリアン：フルーツ、野菜を主とする食

事法ですが、乳製品や蜂蜜を含むことがあります。ただし、

卵と赤肉、白肉などの肉類は含みません。 
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ラクト／オボ・ベジタリアン：フルーツ、野菜を主と

する食事法ですが、乳製品や卵を含みます。ただし、赤肉、

白肉などの肉類は含みません。 

 

* ペスケ・ベジタリアン：フルーツ、野菜を主とする

食事法ですが、魚を含みます。乳製品や卵を含むこともあ

るが、赤肉は含みません。 

 

* セミ・ベジタリアン：フルーツ、野菜を主とする食

事法ですが、乳製品、卵、魚、及び鶏肉を含みます。赤肉

は含みません。 

 

注：最初に挙げたものを除いて、このリストのいずれのカ

テゴリーにも入れようと思えば可能な物があります。それ

は「ジャンクフード・ベジタリアン」です。ジャンクフー

ド・ベジタリアンはこれらの食事法に従ってはいますが、

過剰に工場で加工処理された食べ物、ベジタリアン冷凍イ

ンスタント食品、砂糖を多量に含むインスタントスナック、

硬化油、甘い清涼飲料などを主食としている人です。他の

食物中毒者と同様に、かれらは一般に栄養不足に陥ってい

て、砂糖や油を常に必要として便秘、痔疾、肥満、糖尿病、

貧血の危険にさらされています。 

 
試み、試練、そして移行 
 私は料理やベジタリアン食の作り方は全く知りません

でしたし（ボウルに放り込んだ刻みレタスを料理と呼ぶな

ら別ですが）、どうやって始めたらよいかは一層見当もつ

きませんでした。こうして食べ物と栄養の世界への冒険が

始まったわけですが、他の冒険と同様に、焦げた料理やと

ても食べられない混ぜ合わせ料理に満ちた経験でした。し

かし、どんなことも少しずつ上達するものです。新しい食

材、ハーブ、そしてスパイスを試しながら慣れていくのに

も時間がかかりました。私の体は新しい食べ物、匂い、味

に慣れるのにも時間を必要としました。はじめは口に合わ

ないと感じた食べ物も、今では全く反対に感じるようにな

りました。 

 今日から肉は口にしないと言って済まない場合が多い

ものです。殆どの人にとっては移行期間が必要です。もち

ろん、菜食主義に切り替えた最初の日から二度と後戻りを

しない人もいますが、多くの人は苦労するようです。何ヶ

月かかけて徐々に移行すれば（何年もかかる人もいます）、

新しい食べ物に体が慣れ、精神的にも肉体的にも楽になり

ます。ベジタリアンであり続けられるかどうかも元々ベジ

タリアンになった理由に左右され、それを今後も続けてい

けるかに大きく影響します。私の知る限りでは、倫理的理

由でベジタリアンになった人は元の食事に戻ることは殆

どありません。一方、健康が元々の理由の場合はそうでは

ない場合もあり、私の知っている殆どの人は以前の食事に

大体に戻っていきました。 

 私は、幸運にも肉、乳製品、卵に対する渇望は感じませ

んでした。私にとっての主な理由は倫理的なものでしたし、

体が必要とする物も変わりつつありました。しかし、皆が

そうだというわけではありません。多くの人は食べたいと

いう渇望を過去も現在も持っていると教えてくれました。

ヨーロッパ風の食事で育った人は特に乳製品を、日本食で

育った人は特に魚を食べたいと感じるようです。ポール・

ピッチフォードは「Healing with Wholefoods」のなか

で、これは、動物性タンパク質を主とするか、部分的には

それを取り入れた食事を幾世代に亘って、何百年何千年と

続けてきたことが理由だとしています。こうした食事に支

えられてきたことを考慮すれば、私たちが肉、乳製品、及

び卵に精神的、物理的に切り離せないもの（本当にそうか

どうかは別として）を感じるのは当然です。多くの人が戦

いを余儀なくされる根深い恐れの一つはタンパク質に関

するもので、「十分なタンパク質がとれないのではないか

という恐れ」です。この恐れは非常に大きいため、体が必

要とするタンパク質の２，３倍の以上の量を進んで摂取し

てしまうこともしばしばです。社会は継続的成長に取り憑

かれており、動物性タンパク質を継続的成長、強さ、力、

健康、質の高さ、そして性的能力と同一視しています。 

 ベジタリアンとなったことから私が時間をかけて学ん

だもう一つのことは、他人の意志を尊重すると言うことで

す。ベジタリアンになったばかりの多くの人たちのように、

私も自分が新たに見つけた運動に関するあらゆる事柄を

吸収しました。そして勢い余って、人の手助けをしたいと

か、多くの場合には他人もベジタリアンに転向させようと

いう情熱に駆られることもありました。しばしば多くの食

べ物に関するジョークや時には敵意が私に向けられたこ

とで、この傾向に一層拍車がかかりました。私はいつも反

撃に出て、溝を深めるばかりでした。 

 今思い返してみると、私がベジタリアンになるまでは私

の知る限りでは肉を拒否した人を目の当たりにしたこと

はありませんでした。肉を食べることは当たり前と考えら

れいていたのです。肉を拒絶することで、私は当時当たり

前とされていた規範に挑戦し、それを拒絶することになり

ました。私の食生活は、肉が必要でないことを示し、それ

により他人に多少のやましさを感じさせることで、明らか

に人の気持ちを動揺させたのです。如何に現実から目をそ

むけようとしても、工場化した畜産農場が間違いであり、

いかに残酷で無慈悲かを私たちは知っているからです。イ

ギリスでの口蹄疫が勃発した時、数十万頭の動物が射殺さ

れ埋められたぞっとする光景は、これを証明するもので、

結果として数十万人が肉を排した食生活に移行しました。

イギリスのような国は、考えてみればどんな国でも、より

動物に同情心のある道を容易に選択できるはずであり、他

に選択肢がないことが理由では決してありません。 

 終わりにあたって、何でも食べる人、セミベジタリアン、

ベジタリアン、ビーガン、フルータリアン、或いはそれ以

外の皆さんには、思いやりと理解をお願いします。思いや

りとは排除することでなく、異質なものを受け入れること

です。 

  

 

 
Martin Hope（マーティン・ホープ） ／ 訳 横井 純 
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