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未来の食卓に昆虫を

ENTOMOPHAGY



合い挽き肉 : 牛 -10%, 豚 -10%,コオロギ -80%

　未だに多くの国ではゲテモノの域を出ることができない昆虫食。しか

し、昆虫食は大きな可能性を秘めた分野である。昆虫食の可能性は大き

く分けて2つ存在する。1つは大規模な食糧供給としての可能性。そして、

もう1つは新たな食文化としての可能性である。これらの可能性を実現、

発展させることが私のこのプロジェクトの目的である。

　その目的を達成するためには様々な角度からのアプローチが必要であ

る。そこでエコバイオデザインという名のもとにデザインだけでなく、

バイオ、カルチャー、農業、健康などの分野の人間が集まり自分の分野

の情報を伝え合い昆虫食をいかに発展させるかを考えてきた。この

ENTOMプロジェクトはそのような中で私が行ってきたデザインアプロー

チの昆虫食プロジェクトである。

ENTOMOPHAGY = 昆虫食



RESEARCH

　2014 年、FAO（国際連合食糧農業機関）が昆虫食を推進する論文を発表した。それ

は 2050 年までに人口が 100 億人を越え、それにともない食糧が現在の1.5-2.0倍必要

になる上で、昆虫が大規模な食糧源となる可能性を発見したからである。

　昆虫食を理解し、受け入れてもらうにあたり昆虫食に関する情報を知ってもらうこ

とは重要である。なぜ昆虫食が必要なのか、昆虫食はどのような利点があるのか、な

ぜ昆虫食は今まで普及してこなかったのかをリサーチし視覚化することで昆虫食を受

け入れるための第一歩としてもらう。

　

research : Yusuke Takahashi
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research | food problem

integration of 9 maps

　食糧問題と一口に言ってもそこには様々な要因がある。さらにその要因

は国によって異なり、全体を俯瞰することは難しい。そこで同フォーマッ

トの地図を用意し、それらに現状や未来の予測をマッピングしていくこと

で全体像を捉えようと考えた。

　右の世界地図は 9種類の食糧問題に関わる世界地図を重ねて問題の有無、

そして問題があるとしたらどのような地域にあるのかを明確にした。緑の

地域は比較的問題がなく、オレンジが濃くなるにつれて問題が深刻である

ことを示している。

seriousnot serious

9 つの世界地図から現在から未来に書けて食糧問題が

深刻であることがわかる。



research | food problem

 9 maps
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cause of food problem

CO2

$

A. 不平等な食糧分配 B. 家畜による穀物の消費 C. 動物性たんぱく質の値段高騰 D. 環境汚染と変化

　先進国での個人の年間穀物消費量はおおよそ
560kg で途上国の二倍以上である。また、貧困
国では途上国以上に穀物を手に入れられていな
い。これは特定の地域でしか大量に食糧を作れ
ないことや、経済的な面、また輸送手段がそも
そも存在していない地域の存在など様々な要因
が絡んでいる。

　牛肉を 1kg 得るためには 10kg - 30kg の穀物
が必要となっている。そして、その 1kg の牛肉
はすべて食べることができない。というのも、
その中には内蔵や骨なども含まれているから
だ。動物性たんぱく質の必要性は明らかである
が、一部地域での飢餓の状況をみるとこれが問
題であることもまた明らかである。

　動物性たんぱく質、つまり主に牛肉、豚肉、
鶏肉の値段は年々高騰している。牛や豚の価格
の高騰には政治的な要素が絡んでくることもあ
るが、必要となる穀物や牧草が取れないことや
農場とするための土地の価格野高騰などが挙げ
られる。これによりますますこれらを買えるも
のと買うことができない人たちの格差は広がっ
てくる。

　環境も食糧問題に多いに関係している。例え
ば、地球温暖化により特定の作物は収穫量が下
がるとされている。環境、おもに空気や水の汚
染は作物を育てたり、家畜を飼育するスペース
を限定することにもつながっている。

世界では 9 人に 1人が飢餓である

7,000,000,000

850,000,000
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future food problem

　2050 年には世界の人口は 100 億人に到達するともいわれ

ている。その結果、食糧は現在の 1.5 から 2.0 倍の量が必

要になるといわれている。動物性たんぱく質という観点か

ら見るとその生産力は限界に近づいている。それは環境へ

の負荷や土地の現象、さらにそれらを飼育する際に消費さ

れる穀物の量や排出されるガスなどが原因である。

　そのような状況において右の図の 2050A のようなあり方

は現実的とは言えない。それを見越して現在盛んに 2050B

のようなあり方を実現しようと言う動きがある。それは

ユーグレナ、ソイレントや人口培養肉などテクノロジーに

よるものであるが、食と栄養補給は異なる物でありそれら

のみで十分に賄うことは難しいとされている。

　そこでこのプロジェクトでは、今まで牛・豚・鶏がメイ

ンであった動物性たんぱく質源のなかに昆虫が入り、牛・

豚・鶏・昆虫という体制で食糧を生産していこうと考えて

いる。

2014

2050 A

2050 B

23%|68.5t 40%|119t 37%|110.5t
298(million t/year)

507(million t/year)

507(million t/year)

?

23%|116.6t 40%|203t 37%|187.4t

13%|68.5t 23%|119t 22%|110.5t 42%|213t

? ＝ という可能性。
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merits of entomophagy

昆虫のたんぱく質含有量は牛の 7 倍以上

9%

47%

100%

53%

38%

11%

57%

100%

43%

46%

57%

80%

100%

20%

23%

8%

43%

100%
全体

57%

35%

可食部位

たんぱく質

内蔵
骨など

脂肪など

nutrition

sustanability

9k
g

24kg

4k
g

2kg

2.必要な餌は牛の 1/10以下

1kg のたんぱく質のための穀物量

55
kg

170kg

40
kg

15kg

4.排出するガスは牛の 1/11以下

1kg のたんぱく質のための排出
される温室効果ガス

0.
08

m
^2

0.
15

m
^2

0.4m^2

0.6m
^2

㎡

5.必要な面積は牛の 1/8以下

1kg のたんぱく質のための面積

11hours

10.5hours

9housrs

0.5hours

6.必要労働時間は牛の 1/20以下

1日の労働時間

$20

$2

$14

$15

7.費用は牛の 1/10以下

1kg のたんぱく質のための費用

3.必要な水は牛の 1/50以下

1kg のたんぱく質のための水量

59
00

L

20600L

45
00

L

400L

breeding
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decline of entomophagy

BC.15000 17-18c Nowpre history
一般的な昆虫食

まだ大規模な農耕・牧畜が行われ
ていなかった時代、多くの人々に
とって昆虫食は一般的であり、重
要なたんぱく質補給源であった。

農耕や牧畜が盛んになった時代。これにより良質
なたんぱく質を飼育という方法で得ることが可能
になった。外で小さな昆虫を大量に集めるという
行為は非効率であり、この頃に一回目の衰退を迎
えたと考えられる。

西洋の食文化が中心と成りつつある時代。それは彼ら
に豊富な食に関する知識や技術があったからである。
そして、彼らは家畜を食べることを階級の証として、
昆虫を食べることい対して差別的な考えを持つように
なっていた。このような考えが船舶などの移動手段の
発展とともに世界中に広まっていった。

現在。先進国を中心とする人々の食生活は成熟に向かっている。今の食
は未だに17-18世紀あたりの西洋の思想の影響を大きく受けている。その
結果、やはり昆虫は食糧ではないという認識が強く残り、それを食べる
ことに対して、嫌悪感をもったり、遅れた国の行為であるといった考え
がもたれている。また長い間、食糧として考えられていなかったた
め食糧として生産、流通させるシステムが存在していないことも1
つの問題である。一方で近年、昆虫の食糧としての可能性が叫ばれ
始めている、嫌悪感と有効性の間で昆虫食はどのようになってい
くのだろうか。

昆虫食の衰退は歴史と大きく関係していて、２度衰退期を迎えいている。1度目は農耕・牧畜の発展時。

このときにな大量の昆虫を採集する必要がなくなった。2度目は17-18世紀。食の中心地であったヨー

ロッパの食に対する考え方が世界中に広がった。その中では昆虫は食糧として扱われることなく、

むしろ貧しい人の食べ物であるという考えが根付いてしまった。そして、現代は未だに昔の文化を

ベースに食文化を築いているため、先進国であるほど昆虫には嫌悪感を示している。

未来はどちらの方向へ？



research | entomophagy

ネガティブイメージ

食糧供給システム

料理

情報

ブランンディング

飼育システム

流通システム

法規制

コスト：どれくらいのコストがかかるのか

機能：何を、どのように育てるのか

エネルギー：どれくらいのエネルギーを使うのか

規模：どれくらいの規模で飼育するのか
場所：どこで使われるものなのか

働き手：誰が飼育するのか

レシピ：どのような料理があるのか

栄養：どれほどの栄養があるのか
ターゲット：主に誰が食べるのか

体験：昆虫料理を実際に体験する

必要性：なぜ昆虫食をする必要があるのか

歴史：昆虫食の歴史はどのようなものなのか
有用性：昆虫食の良さとは何か

未来：今後昆虫食はどのようになっていくのか

　昆虫食と聞いて多くの人はいい顔をしないだろう。昆

虫のイメージは汚い、グロテスク、気持ち悪いなどとい

うマイナスなものであり、それを食べるという行為に嫌

悪感をもってしまうのは当然かもしれない。その嫌悪感

を払拭するためには大きく分けて 3 つのアプローチがあ

る。それは料理、ブランディング、情報の伝達である。

本当に美味しい料理の提案、昆虫が価値あるものである

というブランディング、正しい昆虫食の情報の伝達が嫌

悪感をぬぐい去ることのできる可能性を持っている。こ

のプロジェクトでは主に料理と情報伝達を中心に行う。

　昆虫食が世界で一般的になるためには食糧としての供

給システムの構築を欠かすことができない。食糧として

の昆虫をまとまった形で生産しているところは少ない。

飼育してきた歴史がないためそのようなシステムは１か

ら作っていく必要がある。また現在の家畜のように特定

の地域で飼育するとするならば、それらを世界中に流通

させるためのシステムも必要になってしまう。そして、

今日の社会ではそれらに対しての法の整備も必要とな

る。私はこのプロジェクトでは主に飼育・生産システム

の設計を中心に行う。

2 obstacles
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conclusion

　2050 年に人口が 100 億人を超え、必要な食糧は 2 倍近くになるうえ、それを現在の食糧供給シス

テムでは十分に補完できないという事実がある。そのような中で新たな食が注目を集めている。昆

虫食は 3 つの点から特に注目されている。1 つはたんぱく質の含有量 ,2 つめは環境負荷の低さ、3 つ

目は飼育の容易さである。その 3 つの項目はこれからの食、特に動物性たんぱく質源を考える上で

は必要不可欠なことであり、食糧としてのポテンシャルを十分に有しているといえる。しかし、そ

のような機能的な食糧は昆虫食だけではなく、人口培養肉や完全栄養食と呼ばれるソイレント、健

康食品として注目されているユーグレナも含まれている。機能面だけでいえばソイレントなどは 1

日のうちに必要な栄養を比較的低価格で提供することができるのである。

　しかし、それでも昆虫食の価値は変わらずに存在している。それは昆虫食以外のアプローチは栄

養補給のみにフォーカスを当てた技術解決的なものであるという点に関係する。栄養補給という点

ではそれらは大いに効果を発揮するが、大きな枠組みである食と栄誉補給とは異なる。食の楽しみ

や喜びといったものは単なる栄養補給にはない役割を果たしているのである。昆虫はそのような食

の楽しみを実現できる可能性を有しているのである。とくに昆虫の種類の多様性や、まだ経験した

ことのない味や食感など、昆虫は料理の幅を広げ今まで食べたことのない料理を一気に増やすこと

ができる可能性があるのである。

　それでも昆虫食が普及をしない大きな理由は歴史からくる 2 つの理由、飼育環境の不在と食糧と

して昆虫を扱うことの嫌悪感が挙げられる。それらを乗り越えていくことでこれから大規模な食糧

供給源としての昆虫食、さらに新しい食文化としての昆虫食が根付くことができるのである。

「食と昆虫、これからの未来について」



COOKING

　今までの一般的な昆虫食はまさにゲテモノであった。タイやベトナム、メキシコに
行ったときに記念に食べる程度のものであった。しかし、それは単なるエンターテイ
メントであり、食文化になりえない。本当に昆虫食を広めるためには、昆虫食が他の
食事と同じものと見なされなければいけない。そこで料理は必要不可欠となる。多く
の人に昆虫が本当に食べられるモノで、美味しいもので、料理に適しているというこ
とを伝えなければいけない。また、それを一般の人に体験という形で提供することで
心理的な障壁を越えていく。

cook : Yusuke Takahashi
Takuma Moriguchi

research : Yusuke Takahashi



1

cook | introduction

3 experiences to get used to entomophagy

　昆虫が今までに実際に食べられ

てきた歴史、食としてのメリット、

料理の幅を知ることは昆虫を食糧

として受け入れる第一歩である。

さらに、将来的にはどのような料

理が考えられるか、美味しい料理

は本当にあるのかといった情報を

知ることで昆虫食の可能性を感じ

ることができる。

知る 2

　最初の段階は昆虫を粉にしたり、

ペースト状にしたりして昆虫を感

じない状態にした料理を一口食べ

るのが良いだろう。それは必ずし

も昆虫食を受け入れたことにはな

らないが、昆虫を実際に食べたと

いう経験によって心理的な障壁を

大きく越えることができる。

1 口食べる

　一緒に昆虫を用いて調理するこ

とで実感として昆虫が食べ物であ

ることを認識する。また自分が調

理することで料理に対する安心感

や愛着感が出る。そして今までに

ない食糧なので、新しい料理を作

るという体験ができる。これは非

常に新鮮で面白い体験である。

3 料理する

料理を提供するだけでは不十分である。昆虫食を「体験」することが必要である。
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various culture of entomophagy

2 3 4 51 6 X

1
伝統食としての昆虫食

イナゴの佃煮

　日本でも過去には一般的に昆虫料理が作ら

れていた。代表的なものは長野県のイナゴの

佃煮だろう。今でも一部では食べられている

し、数ある昆虫料理の中でも味の評判が高い。

また養蚕業の関係で蚕も食糧とされていた歴

史もある。

高級食としての昆虫食

noma

　世界のレストラン No.1 に二年連続選ばれた

デンマークのレストラン noma。このレストラ

ンでは料理にアリを使うことがある。アリに

は酸っぱさを出す成分が含まれているために

柑橘系のモノの代わりに使用したという。

宇宙食としての昆虫食

JAXA の選定

　JAXA の宇宙農業サロンは宇宙で最低限育て

るべき食糧のリストを出しているが、その中

でたんぱく質を担うものとしてカイコが選定

されていた。宇宙で家畜を飼育できないこと

を考えるとこの選定は妥当であると言える。

エンターテイメントとしての昆虫食

タイの市場

　タイの市場に行くと昆虫が山積みになって

いる。これはタイに旅行しにきた人たちがよ

くおもしろがって買うからである。この他に

日本でも珍獣屋という店などでゲテモノとし

て提供されていることがある。

健康食としての昆虫食

　ユーグレナ

　ユーグレナは別名ミドリムシである。これ

が現在、美容や腸内環境の調整などの健康食

として注目されている。食糧としての扱いと

いうよりは、サプリメントのような栄養補給

食品としての側面を強調している。

未来食としての昆虫食

コオロギバー

　アメリカの昆虫食ベンチャーであるエクソ

社は、きたる飢餓に向けて栄養補給源として

コオロギの粉末入りのプロテインバーを売り

出した。このバーでは昆虫を極力感じさせな

いようにデザインされている。

文化としての昆虫食

日常の料理へ

　私のプロジェクトが目指すところは新しい

食文化となる昆虫食である。当然栄養価を大

事にしつつも、昆虫の良さである種類の多さ

や飼育のしやすさなどこれまでになかった食

糧としての地位を確立することができると考

えている。
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cooking and tasting

セミチョコレート コオロギうどん コオロギの焼きおにぎり

昆虫を隠す方向の料理は 1 つの手段である。しかし、ブラックボックス

に入れてしまえば文化として発展する可能性を失ってしまう。どれくら

い昆虫を感じさせるか、どれくらい昆虫を隠すか、そのバランスが昆虫

食には重要である。

コオロギのお好み焼き
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knowledge about entomophagy

虫をいきなり焼いてはいけない3
　熱処理と聞いて生きた虫をいきなり焼いてしまうと、

とてつもない悪臭が出てしまう。原因は分からないが、

ある種のストレス物質の発生か、急激なたんぱく質の

変質が原因かもしれない。いずれにしても焼くのは異

なる方法で殺してからでなくてはいけない。

虫の下処理には蒸しがいい4
　焼いてはいけないが蒸すことは適している。高温の

蒸気にあてると虫は瞬間的に絶命する。その結果、悪

臭がでることなく下処理を終えることができる。また

茹でるなどに比べて身が崩れにくいため調理の幅が広

がる点でも優れいている。

2 虫は必ず火を通して下処理を

　昆虫は他の肉と同様に必ず火を通さなければいけな

い。絶食させてもどのような菌を持っているかはわか

らない。安全のために最低でも 100℃以上の熱で 1分以

上は加熱しなければいけない。

虫は薫製にすると臭いが減る5
　桜の木のチップでコオロギを薫製にした際に臭いが

消え、むしろ良い匂いがついた。食べ物のおいしさを

判断する上で匂いは重要であるためこの下処理も有効

であると言える。薫製にしたものは身も柔らかくなる

ためそのまま食べることも可能である。

虫を粉にするにはミルを使う6
　姿のまま食べることが難しい人は最初は粉からがい

いだろう。その際の手順としては蒸した虫を一度焼い

て、水分を飛ばす。その後ミルにかけて砕く、それで

は十分ではないのでそれをもう一度焼いて水分を完全

に飛ばしてもう一度ミルにかける。

昆虫料理において圧倒的に欠如しているのは昆虫料理をする際の前提知識

であった。前提知識ができることで安心感が高まるだけでなく料理として

の認識が強まる。

　多くの場合、昆虫は雑食である。よほど餌の統制を

行わない限り何を食べているかを把握することは難し

く、衛生面が心配になる。そこで一日何も食べさせな

いことで虫に糞をさせて、腸内を空にすることができ

る。そうすることである程度の衛生管理をすることが

できる。

1 虫は調理前日は絶食させる
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full corse dinner

bambooworms salada crickets soupscarabaeid terrine



コンセプトは未来のレストランで提供される昆虫料理である。単に料理するのではなく、昆虫食の地位をあげることができるようにコース

料理という形式を取った。

bambooworms croquette crickets hamburg steak silkworms pancake

cook |cooking 2nd
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stuffs & procedure

bambooworms salada

INGREDIENTS

HOW TO COOK

2 枚
1/8 個
少々
15 cc
10 cc
適量
20 匹
200 cc

レタス
パプリカ
赤玉ねぎ
白ワイン
バルサミコ酢
こしょう
バンブーワーム
オリーブオイル

1 人分

1. 野菜を食べやすい大きさにカットし、お皿に盛ります。

2. アヒージョ用のホットプレートにオリーブオイルを入れます。

3. 一つのくぼみに、2、3匹のバンブーワークを入れ、プレート
   の温度を上げます。
4. バンブーワームがほんのりきつね色にになったら、取り出し
   ます。
5. 白ワイン、バルサミコ酢、こしょうを混ぜドレッシングを作
   ります。
6. 野菜の上にバンブーワームを盛りつけ、ドレッシングをかけ
   れば完成。

scarabaeid terrine

INGREDIENTS

HOW TO COOK

1/8 個
1/4 個
4 g
6 g

100 cc
5 匹

ピーマン
パプリカ
ゼラチン
コンソメ
水
コガネムシ

1 人分

1. ピーマンパプリカを 1.5cm 四方にカットします。

2. お鍋にお湯を沸かし、コガネムシをさっと茹でます。

3. テリーヌの型に、コンソメ、ゼラチン、カットした野菜、茹でた
   コガネムシを入れ、綺麗に並べます。
4. 40 度のお湯を、型に注ぎ軽くかき混ぜ、冷蔵庫で冷やします。

5. 2 時間ほどで、冷蔵庫から取り出し、お皿に盛りつけ完成。

crickets soup

INGREDIENTS

HOW TO COOK

6 枚
100 cc
100 匹

コンソメ
水
コオロギ

1 人分

1. コオロギをお湯につけ、出汁をとります。

2. 20 分ほどしたら、コオロギを取り出します。

3. コオロギの出汁に、コンソメを溶かします。

4. スープをお皿に入れて、コオロギとパセリを盛りつければ完成。



bambooworms croquette

INGREDIENTS

HOW TO COOK

1 人分

3 個
2 個
40g
30g
15 cc
10 cc
10 cc
少々
少々
30 匹

ジャガイモ
卵
小麦粉
パン粉
赤ワイン
バルサミコ酢
しょうゆ
こしょう
刻みニンニク
バンブーワーム

1. ジャガイモを蒸してすりつぶしマッシュポテトを作ります。

2. バンブーワームを下ゆでします。

3. マッシュポテトで 2つの層を作り、その間にバンブーワームを入れ
   ます。
4. 3 で作った具に小麦粉、卵、パン粉をつけ、揚げます。

5. 赤ワイン、バルサミコ酢、しょうゆ、刻みニンニクこしょうを混ぜ
    ソースを作ります。
6. フリテューユを取り出し、お皿に盛りつけソースをかければ完成。

silkworms pancake

INGREDIENTS

HOW TO COOK

1 人分

50 g
50 cc
20g

ホットケーキの素
水
エリサンのサナギ

1. エリサンの外皮と内臓を取り除きます。

2. ボールに、水、ホットケーキミックス、エリサンのサナギを入れ、
   かき混ぜます。
3. 2 で作ったものをホットプレートの上に出し、丸く伸ばします。

4. 2 分ほどでひっくり返し、さらに 3分焼きます。

5. ホットプレートから取り出し、えりさんのサナギを 1匹トッピング
   したら完成。

crickets hamburg steak

INGREDIENTS

HOW TO COOK

1 人分

20 g
1/8 個
10cc
少々
少々
150 匹

合挽き肉
玉ねぎ
しょうゆ
こしょう
刻みニンニク
コオロギ

1. ミキサーに、コオロギ、合挽き肉、玉ねぎを入れます。

2. コオロギの形がなくなるまで繰り返しミキサーにかけます。

3. 2 で作ったものをラップの上に出し、長方形の形に整えます。

4. フライパンに油を軽く引き、パテを焼いていきます。

5. ほんのり焼き目がついたら、取り出します。

6. しょうゆ、こしょう、刻みニンニクを混ぜた和風ソースをかけ、
   パテを盛りつければ完成。

レシピは昆虫料理が特殊な料理ではなく、普通の料理と同じであることを伝えてくれる。料理として根付くためには再現性が必要となる。

cook | recipe
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tasting party

一口昆虫を食べることができるかどうかで、その後の昆虫食に対

する反応が大きく変わる。美味しく、清潔で、見た目の良い料理

を提供し、昆虫を食べるという体験の機会を与えることは重要で

ある。

　　昆虫食の土壌を作り、安全かつおいしい料理を作ることができるよう

になり始めたところで一般の人に試食してもらう会を催した。昆虫食を体

験したことがない人にとって一口でも食べるということは重大な事件であ

る。それをいかに抵抗なく、そして次につながるような体験にすることが

できるかを模索し料理を行った。基本的には粉末状にしたものから姿のま

ままでをグラデーションで用意することで体験者がどこまでなら食べるこ

とができるかを選択できるようにした。

　写真は研究会の学生に協力してもらったものと、株式会社ヒューマック

スの社員の方々に協力してもらったものである。どちらも姿のままに挑戦

する人が多かったのが印象的であり、そのような人たちの多くが思ってい

た以上に食べやすいという意見を持っていた。
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cooking work shop

昆虫料理に参加し、体験することは昆虫食を受け入れるための最も近道である。体験を通じて、昆

虫が食糧であることを認識することができる。

　
昆虫食への抵抗として未知のものへの抵抗感がある。また昆虫が本当に

食糧であるという実感が湧かない人が多い。そこで昆虫を使って実際に調

理して食べることで、昆虫食を身近なものに感じてもらうためのワーク

ショップを行った。その際に皆でどのような料理にしていくか、味はどの

ようにするか、どのような盛りつけ、見た目なら食べやすいかということ

を話しながら作ることで、皆が無理せず食べることができる料理を作りつ

つ、昆虫料理という未だ経験したことないことを楽しむことができるよう

に配慮した。このワークショップは ENTOM所属の学生 2人、研究室の学

生 1名、3家族（男性 2人、女性 3人、子供 2人）で行った。そのうち昆

虫を食べたことがある人は ENTOMの 2人と男性 1名のみであった。
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ORF

some suggestion

・「昆虫を豚と見るかシラスとみるか」
　これは昆虫を姿のまま食べるか、加工された状態で食べるかについての意見。家畜のような扱いだとすれ

ば姿のまま食べるのではなく、ミンチ肉のようにしてみてはどうかという提案。隠すことは食としての可能

性を狭めると感じていたが、初期に広げる作戦としてひき肉状にして出すことは可能性としてありえると感

じた。

・「人口培養肉ではダメなのか」
　これは現在、盛んに研究している筋細胞をシート状に培養して、それを重ねることで人工的に肉を作る技

術があれば虫を食べる必要がなのではという意見。私たちは、人口培養肉は必要な栄養を取るための役割で

あり、料理などの食としての楽しみがなくなってしまうのではないかという意見や、コスト面、安全面の問題、

培養肉に対する嫌悪感の可能性などを話し、昆虫食の重要性を理解していただいた。

・「実際に食べてるところや料理を見ると食べれる気がする」
　これは何人かの来場者から聞けた意見であった。多くの人は虫と食べるという行為が結びついていない状

態であり、自分でも嫌悪の理由がぼんやりしていたという。そのような中で実際に食べる映像を流したところ、

その様子を見た後だとその前よりも食べる気が起きたと言っていた。しかし、一方で昆虫の姿を見た瞬間に

気持ち悪くて食べられる気がしないという意見もあった。

・「小さいうちから食べさせてみたらどうでしょう」
　小さい子供をつれたお母さんが私が食べるのは無理だけど、小さいうちから食べることが当たり前の状況

になっていれば食べれるようになるんじゃない、という提案をしていただいた。今までがどのように嫌悪感

を乗り越えるかというアプローチだったため、このように嫌悪感が生まれる前に慣れさせるアイディアは新

鮮であった。

・「家で簡単に食糧がとれる時代がくるのは面白いね」
　プロダクトを見て、最近の野菜の自家栽培のように虫も家で当たり前に育てることができるようになるこ

とは面白いねという意見をいただいた。この研究ではコオロギの飼育を目的としているが、単種類ではなく

10 種類くらい飼育して気分に合わせて食べれると食がもっと幅広くなるのではないかという指摘もしていた

だいた。その際に副産物として蜂からハチミツ、カイコから絹がとれると面白いとも。

　
　ORF とは SFC が主催する一年に一回の成果発表の展覧会である。11 月

下旬に東京ミッドタウンで 2日にわたり行われた。通常研究会単位でブー

スを指定されるが、このプロジェクトは研究単位でブースを頂くことがで

きた。

　この展覧会で私は主に、リサーチと料理、製作途中であったがプロダクト、

宇宙での展開例を展示した。また同時に研究室後輩、森口は調理のドキュ

メンタリー動画、バイオ研究室熊上は研究成果のポスターを展示した。

　この展覧会で半積極的に来場者と会話をすることで一般の方がどのよう

な印象を昆虫食にもっているか、どのようにすれば昆虫食が平気になりそ

うかということについての意見をいただいた。
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conclusion

「昆虫料理を食べると作る」

　　「昆虫食」である以上、料理は不可欠な行為であった。しかし、料理をする以前に昆虫を料理する前提知

識やレシピが少なかったりと昆虫食が作られる土壌が十分でなかった。そこでこのプロジェクトでは始めに

数多くの昆虫料理を試すことでそのような土壌を作った。これは調理を簡易化するためだけではなく、昆虫

食が料理の一分野として成立するために必要な行為であった。それに基づき出される料理は得体のしれない

昆虫料理に比べ、大幅に心理的嫌悪感が少なかったという意見を多くもらった。このようなしっかりとした

土壌のうえに成り立たせれば昆虫食は受け入れられると思っていたが、実際はそれだけでは不十分であった。

　料理を提供されて一口食べた人は確かに抵抗を大幅に減らしたが、それでもまだエンターテイメントの域

をでることはなかった。最大の問題は「昆虫＝食材」という関係がうまく結びつかないことであった。「昆虫

＝食材」という認識を持ってもらうために最も効果的であると考えたのが、一緒に昆虫料理を作ることであっ

た。実際に他の食材と同様に昆虫を扱い、料理をしていく過程で昆虫も食材の 1つであるという認識が生ま

れるのではないかと仮定したのである。その仮定のもとワークショップを行い、昆虫を食べたことのない一

般の人を昆虫料理に巻き込み、認識の変化を見た。結果としては、最初はほとんどの人が絶対に食べること

ができないと言っていたが最終的には全ての人が普通に料理として受け入れ積極的に食べるまでになった。

このことから単に料理を提供するのではなく、「昆虫＝食材」と感じることができる状況に巻き込み、体験さ

せることが重要であると分かった。

　また、昆虫料理はまだ確立された分野でないため、試行錯誤できる幅が非常に広い。その結果、料理をし

ている最中は普段料理しているときよりも会話が多くなり、料理という体験自体が面白くなっていた。この

ように昆虫料理は食べることと同じくらい作ることが重要であり。これから昆虫食を普及させていく上で欠

かすことができないと分かった。



PRODUCT

　昆虫食を普及させるために必要なことの 1 つは食糧としての昆虫を生産することで

ある。そのためにこのプロジェクトでは食糧としての昆虫をパーソナルに飼育するこ

とができるプロダクトを作る。その中で単に食糧を生産するという視点だけではなく、

そのプロダクトを使っていくことで昆虫に対する認識が変わっていくものをめざしデ

ザインしていく。

maker : Yusuke Takahashi

research : Yusuke Takahashi
experiment : Yusuke Takahashi
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concept

　個人、家族、または小さなコミュニティ内で使う昆虫ファームプロダク

トを提案する。このような小さな範囲で食糧昆虫を飼育することには大き

な意味がある。パーソナルに飼育することは、人と昆虫との関係を改善す

ることに大きな役割を果たすのである。虫を食べることに対する嫌悪感の

理由を聞くと多くの人は汚い・得体の知れない・見た目がグロテスク・病

気をもっていそうなどという理由を挙げる。それに対してパーソナルに飼

育することができれば昆虫が生まれたときから食べる瞬間までを自分が管

理できるのである。つまり何を食べ、どのような空間で飼育されているか

を知ることで昆虫を食べることに対する安心感が生まれるのである。この

ように人間が感じていた嫌悪感をこのプロダクトを通して変化させること

が目的である。

　同時に昆虫側からの要請に応じてプロダクトを製作していく。人間の考

えで効率よく飼育することが昆虫にとって良い環境であるとは限らない。

昆虫にとってもいい環境をプロダクト内に作ることは虫に対する認識を変

えていく上でも重要である。卑下して、見下していた対象から、現在の家

畜などと同様に 1 生物として扱うことで昆虫の見方が変わるはずである。

そして、なにより同じ生物として、自然界と同様に相手に敬意を持ち、不

必要な負荷をかけずに共生していくことが重要なのである。

このプロダクトは食糧としての昆虫を育てながら、人間と虫の新しい関係を構築していくことを目的とする。人から虫への要請

はもちろん、虫側からの要請を受けることで人の昆虫に対する認識を変えていくことができる。
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research in Thailand

　　昆虫を飼育している例はいくつもあるが食糧として昆虫を飼育してい

る例はほとんどない。観賞用や爬虫類の生物の餌にするために飼育するの

と食糧として飼育するのでは、大きな違いがあるはずである。実際に飼育

プロダクトを設計する前に昆虫ファームではどのように飼育をしているの

かそのシステムをリサーチすることにした。

　日本で食糧としての昆虫を飼育しているファームは確認できなかった。

そこで海外でそのようなファームを探すとタイや中国にいくつか発見する

ことができた。タイでは比較的昆虫を一般的な食材として扱っているので、

タイのファームとコンタクトをとり、実際に現地でどのように飼育が行わ

れているのかを調査した。そこで知ったワークフローを整理、理解し、飼

育する際の必要要素を見つけた。
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work flow
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2.water

3.feed

4.cleanness crickets

5.harvest 7.laying

6.shipment

work element

1.Verticalization



product | research

target user

先進国から広げる昆虫食

　昆虫はよほどの極限環境でない限り、安定して育てることができる。そのためこのプロダクトは世界中で使われるこ

とを想定している。ただ、特に先進国の人が積極的に使用することを 1 つの狙いとしている。それは昆虫食を決して貧

しい人々の行為としてはいけないからである。そのようにレッテルが貼られてしまえば、その後、先進国で食べられる

ことは難しくなってしまうからである。また先進国では都市化が進み、人々が住んでいる地域が密集してきているため

その地域で食糧を地産地消することが難しくなっている。そのような環境でパーソナルに食糧としての昆虫を飼育し、

地産地消することよくはとても価値のあることである。
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idea development

　リサーチをもとにいくつかの必要な要素をあらいだした。特に実験の必
要があったのは 1. 高層化による飼育、2. 水やりの方法 3. 餌やりの方法 4.
衛生管理であった。それらを作る上で実験が必要となるために各々の要素
の部品を作る必要があった。そこでリサーチや既に飼育している前例など
を参考にしつつ、スケッチや 3D モデリングを行い、部品の候補を作り、実
験に臨んだ。特に高層で飼育するための切頂八面体をどのように利用する
かは特に念入りにスタディを行った。
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experiment

　
コオロギはもの言わぬクライアントである。そのため感覚的にプロダク

トを作れば、不具合が生じる可能性が大きい。そこでコオロギの生態に適

したプロダクト設計をするために様々な実験を行った。

　始めから全体を作るのではなく、リサーチやスケッチから実験が必要で

あると考えられる部分を抜きだし、実験を行った。クリアするべき項目を

設定し、細かく実験を繰り返すことで、実際にコオロギがどのような環境

だとより効率よく、ストレスを感じずに育つことができるかを確かめ、プ

ロダクト製作の指標とした。特にこの実験では高層的に飼育すること、湿

度を管理すること、水のやり方、餌のやり方を主に取り扱った。

高層化

　コオロギの居住部にあたる切頂八面体の実験は特に数多く行った。1 つ 1 つのセルの大

きさ、どのようにセルを組むかでコオロギの挙動はまったく変わってくる。例えばセル

が小さすぎると内部に入るものが少なく上にたまり、結果的に共食いが起こったり、セ

ルが広すぎると安定してセルに収まらず下にたまってしまうといった具合である。



水やり

　飼育ケース内に水を置いてしまうとそこが糞で汚染されたり、ひっくり返して水浸しになってしまうことが
分かった。ここでは脱脂綿に吸収された水を飲ませるような実験を行った。その他のただし、この実験では脱
脂綿が汚れの原因になることも分かり、方法の再考が必要となった。

餌やり

　野菜などをあげると残ったものが腐ったり、糞による汚染で環境が悪化してしまった。そこで固形で腐
りににくいものを与え環境内の汚染の比較を行った。固形で棒状のものがもっとも汚染が少ないことが分
かった。またハーブ豚のように動物は食べたものが味に反映されるという仮定からチョコのみを与えたチョ
コクリケットを育てた。

衛生管理

実験を重ね、人間側の要請とコオロギ側の要請を汲み取り

プロダクトに落とし込んでゆく。

　乾燥した糞は処理が比較的楽である。大規模なシステムを導入する
のではなくパンチングメタルを通してふるい落とす。糞の管理におい
て大事なことは糞の処理以上に内部の湿度を低く保つことであった。
上面と下面の通気口のみでは不十分であったため、側面に取り付ける
通気口を作った。

プロダクト試作 vol.4

　vol.3 になり高層化、衛生管理、食糧、水の補給
を十分に行うことのできる試作ができあがった。
これ 1つで 30 匹程度のコオロギを飼育することが
可能となっている。

product | prototype



800 crickets/month
(1cricket - 0.7g proiten)

2050 B
507(million t/year)

13% 23% 22% 42%

cricketʼs  life cycle & eating period

　コオロギを効率よく飼育して食べるためには大きく分けて 2 つのステージを用意する。1 つは卵から幼虫までのステー

ジ、もう 1 つは幼虫から成虫までのステージである。両ステージともおおよそ 30 日のステージである。幼虫から成虫に

かけてのステージはさらに 4 つのステージに分ける。食べごろは４期であり、一週間をかけてこのステージを食べる。食

べ終わる頃には 3 期だったものが 4 期となり食べごろとなる。このサイクルを続けることで安定したコオロギの供給が可

能になる。

1st | 200 crickets 2nd | 200crickets 3rd | 200crickets 4th | 200crickets

eating!!

eggs and larvas

small crickets medium crickets large crickets

1 week

30 days
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product spec

　仮に現在の家畜の数を変えずに 2050 年の動物性たんぱく質を賄おうとすれば食事の 42％を昆虫に変えていく必要があ

る。その試算をもとにプロダクトを製作していく。

necessary amounts of protein

　実験から必要な機能や環境を整えるべきかにつ

いての知見を得ることができた。ここからは具体

的にどれくらいのコオロギを飼育するプロダクト

を作るべきなのか、どのような周期で食べれば良

いのか、プロダクトの最終的な機能はどのような

ものが必要なのかを提示していく。

eggs
larvas



60
0m

m

170mm

800 crickets

=

　1期ごとにプロダクトが存在すると、一週間ごとに 1つのプロダ

クトから収穫すれば良くなり、収穫が容易になる。１期分（200 匹

のコオロギを飼育するためにはモジュールが 6つほど必要になる。

そこから概算するとおよそ直径 170mm、高さ 600mmのサイズが必

要となる。

necessary element

Verticalization cleanness ventilation

water feed laying

amount of crickets in product
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　少ない面積で多く育てるため
や良い空間を保つためには、高
層化する必要がある。そのため
に切頂八面体を用いる。

　糞は乾燥しているが底面に溜
まってしまうと汚染の原因とな
るため定期的に外部に排出する
仕組みが必要である。

　密閉空間で飼育するため換気
は必須条件である。上部と下部
に空気孔を持つことで風の通り
道をつくり換気する。

　空間内をできるだけ低湿度に
保つためには水を撒く方法は適
さない。毛細管効果を使って必
要な分だけを提供する。

　餌が散らかることは空間内の
汚染につながる。そこで餌を固
めて棒状にして与えることで餌
の散らかりを最小限におさえる。

　成虫と同じ空間内で卵を孵そ
うとすると糞による汚染や踏み
つぶされるなどのアクシデント
が起こる、そこで別のケースに
移す必要がある。
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design concept

　　人間側にとって重要なことは清潔さである。

それは昆虫食が普及しない理由の 1つである嫌悪

感とも関係している。装飾性を減らし、シンプル

な形状は人が扱う際の安心感や信頼につながる。

また、黒という色は汚れを目立たせないだけでな

く、洗練された印象を与える。昆虫が貧困者の食

べ物であるという印象から、新しい食糧であると

いう印象を持ってもらうことができる。

　昆虫側にとって重要なことは何よりも住み心地

の良さである。それは餌や水が安定して供給され

ること、内部環境が適切に保たれること、交尾や

産卵などの行為が適切に行えることである。それ

をもっとも簡潔に実現する形状は筒状である。機

能が一本にまとまっていることで複雑さを回避し、

よい住処となる。

　このプロダクトは人間側からの要請とコオロギ

側の要請を受け、出来上がったものである。

Poduct for human
&
architecture for crickets



[children apartment]

section diagram

　卵から孵り始めたら、子供用プロ
ダクトに卵のいる上部を移行する。
幼虫の大きさに合わせて 3レイヤー
に分かれている。卵から生まれた幼
虫は産卵床から落ち、最下層で成長
する。その後、順次上に上って成長
をする。壁面の穴は換気用に作った
ものである。

　孵化してから 2週間程度の幼虫は成虫とともに生きるのは難しい。

そこで最初の 2週間程度はこの子供用のアパートで過ごすこととな

る。成虫と違い小さく、また糞による汚染が少ないため、切頂八面

体を利用するのではなく、4階層に分かれた内部空間を作る。

humidity

[adult apartment]

　このアパート1つで約200匹の大人のコオロギが住むことができ、

約 1週間分のたんぱく質を供給することができる。そのため 1週間

ごとにこのプロダクトを 1つ収穫する形式をとる。

Verticalization

cleanness

humidity

water

feed

humidity

 water & feed supply diagram

　水と餌はスティック状にまとめて
垂直に供給する。水は垂直に走るス
ティック状のスポンジに吸収させ毛
細管効果を利用してコオロギに供給
する。餌はあらかじめ棒状のポッ
キーのような状態にしておき、垂直
なプロダクト内に設置する。
　このようにする利点は不必要なス
ペースを生まないことと、餌や水の
散らかりにより環境状態が悪化する
ことを防げる点にある。　

wet sponge

stick feed

[eggs apartment]

　孵化してから2週間程度の幼虫は成虫とともに生きるのは難しい。

そこで最初の 2週間程度はこの子供用のアパートで過ごすこととな

る。成虫と違い小さく、また糞による汚染が少ないため、切頂八面

体を利用するのではなく、4階層に分かれた内部空間を作る。

function diagram

laying

　成虫の住処で卵を産ませてしまう
と糞による汚染があったり、踏みつ
ぶされたりしてしまう。そこで卵を
別のところで産んでもらい孵化させ
る。コオロギの上に上っていくとい
う習性を利用して、移動させ安全な
位置で卵を産ませる。コオロギの上
に上る習性を利用して、産卵スペー
スに上ってくるようにする。それを
卵が孵るまで保護する。

section

change case
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　このプロダクトが昆虫のための建築であることに

は大きな意味がある。昆虫を効率よく育てるのに、

人間の常識は通用しない。それは実験を通して痛感

してきた。重要なことは昆虫がどのような環境なら

快適に効率よく育つかを実験と観察を繰り返し、見

つけていくことである。昆虫にとって快適な環境を

見つけると、結局それが清潔な環境づくりや無理の

ない昆虫の飼育につながるのである。

　また昆虫を低俗なものであるという認識を変えて

いくためにも昆虫専用の建築があることは重要であ

る。人間と同じく空間内に整備され、住んでいると

いう事実は昆虫への認識を変えていくための大きな

一歩である。このプロダクトは家畜を育てることよ

りは植物を育てることに似ている。食用昆虫を植物

のように当たり前に育てる未来がくることをこのプ

ロダクトは示唆している。

BUG-HOUSE

未来では昆虫のための建築こそ必要なのである。
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photo

ディテール

ディテール

1.modeling 2.3D printing 3. rasping

4.undercoating 5.coating 6.finishing

7.assembling 8.completion

work f low



product | prototype

FUTURE FOOD
entomophagy customization

- 安全な昆虫食の改造

　このプロダクトを作る過程で様々な実験を行ってきたが、その過程でこ

のプロダクトの面白い可能性を発見した。それは食糧としての昆虫の味や

大きさをコントロールすることができる点である。通常、牛や豚は味をコ

ントロールすることはとても難しい。そのために遺伝子組み換えすら行わ

れている。しかし、昆虫は食べたものがダイレクトに反映されるため味を

変えることが牛や豚に比べて容易なのである。それが分かったのはコオロ

ギにチョコだけを食べさせたときのことで、そのような状況で飼育したコ

オロギは普通のものより臭みがないばかりか、かすかに甘い香りがした。

　餌の種類を変えるだけでなく、水に栄養分を含ませることや、収穫の時

期をコントロールすることで一種類の昆虫から多様な食の可能性を引き出

すことができるのである。単に家で食を生産することを越えて、自身の家

で食の実験をすることができるのである。それは食の生産を通して、昆虫

と向き合うことであり、自然と食としてのリスペクトを持つことができる

ようになるはずである。

standard apple banana vegetablevegetable chocolate



product |conlusion

　当初、このプロダクトを作っていく目的

は必要量の昆虫をパーソナルに育てること

によって食糧を安定供給することであった。

安定した食糧の供給が最終的に昆虫食の普

及につながると考えていた。しかし、プロ

ダクト製作を通して、安定した食糧供給だ

けでは昆虫食を人々に受け入れてもらうこ

とは難しいと分かった。それは嫌悪感を強

く持っている状態ではいくら大量に供給さ

れてもそれを消費することは起こりえない

からである。つまりこのプロダクトに求め

られたことは食糧の安定した供給の前に人々

が持つ昆虫への嫌悪感を減少させることで

あった。このプロジェクトを通して嫌悪感を

減少させることは料理によって行うことが

できると考えていたが、それだけでは不十

分であった。というのは、本当に嫌悪感を

なくすためには料理になる前の昆虫への嫌

悪感をなくしていかなければいけないから

である。そして、それが可能になるのは飼

育を担っているプロダクトなのである。

　このプロダクトを使い、昆虫を飼育する

ことで昆虫が何を食べ、どのようなところ

で、どのように育ち、どのタイミングで食

糧になるかを当人が把握することができる。

それにより昆虫が食糧としての安心感を得

ることができる。構造がシンプルであり、

内部の環境を清潔に保つことができるよう

にデザインすることによって、「汚いところ

で育つ昆虫」という認識から、「綺麗なとこ

ろで育つ食糧」という認識に変えていくこ

とができるのである。つまり、昆虫を飼育

するという体験を通して昆虫への認識を変

えるためのプロダクトといえることができ

る。認識を変えていくためには、人間側か

らだけの要請を満たしていては十分ではな

い。人間側からだけの要請だけでは昆虫の

位置づけは変わることなく、どれだけ綺麗

で安全な食糧であっても昆虫の地位が低け

れば誰も好んで食べようとはしないのであ

る。そこで昆虫に良い環境を与え、飼育す

ることで昆虫自体が「そこらへんにいる気

持ち悪い生き物」から「人が手をかけて育

てる食糧としての生き物」という位置づけ

にすることができる。それを実現するため

にプロダクトを人間のためだけのものでな

く、昆虫のための建築として位置づけるこ

ととした。昆虫がもの言わぬクライアント

である以上、昆虫の要請を聞くためには実

験を繰り返す必要があった。どのような環

境で、どのようなインフラが必要で、密度

はどれくらいで飼育すると心地よく昆虫が

育つことができるかを徹底した実験から読

み取りプロダクトに反映した。

　このプロダクト製作を簡潔にまとめれば

人間と昆虫の新しい関係性の創成である。

本質的な問題がその関係性の中にあること

を読み取り、モノに反映することができた

点が今までにないアプローチであったとい

えるだろう。

　

「このプロダクトは一体何なのか」

conclusionconclusion
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conclusion

「私の研究と昆虫食の未来」

　このプロジェクトにはまだ多くの課題が残っており、本当に昆虫食が真の文化となるにはまだ時

間がかかるだろう。未だほとんどの人は昆虫を食べることに対して嫌悪感を抱いているし、昆虫が

食糧として大規模に生産されるようになるまでにも多くの時間と手間がかかることは間違いない。

　しかし、1 年間このプロジェクトに従事してきて未来に置ける昆虫食の確かな可能性を感じること

ができた。特にプロジェクトを通し、人と虫と社会の関係性を見つめ追求し、深く考察し、プロジェ

クトに反映できたことは今後の昆虫食の発展に微力ながら貢献できたと自負している。このプロジェ

クトの最も重要な役割はこのプロジェクト全体を通して昆虫食の面白み、可能性を感じてもらい多

くの人が積極的に昆虫食を受け入れていこうという態度をもてるようにすることであった。その中

でこのプロジェクトブックの中にある料理を真似してみたり、プロダクトを制作して自分で食糧と

しての昆虫を飼育してもらえれば（制作したプロダクトの 3D データを公開予定）さらに昆虫食を理

解し、受け入れやすくなるのではないだろうか。2050 年に向けて、この研究が今後の昆虫食の発展

の第一歩となれば幸いである。
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