
⼩農･アグロエコロジー･
⾷料主権の三位⼀体性

池上 甲⼀
近畿⼤学名誉教授
FFPJ常務理事

ikegami@nara.kindai.ac.jp

家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン（FFPJ)
連続講座第2回 2021年4⽉17⽇ オンライン



第２回講座の⽬的と内容
⽬的１．⼩農, ⾷料主権, アグロエコロジーについて学ぶ

⾷料主権とフードセキュリティと⾷への権利
⽬的２．その相互連関性：三位⼀体的把握

内容
• ⼩農・家族農業への注⽬：とくに再⼩農化/新しい⼩農
• ⾷料安全保障と⾷料主権と⾷への権利：違いは？
• アグロエコロジーとは
• ⼩農・⾷料主権・アグロエコロジーの三位⼀体性
• そこから何を展望するのかを考える
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⼩農・家族農業への注⽬



⼩農・家族農業への注⽬

• 国際家族農業年(2014)と家族農業の10年(2019-)
• ⼩農と農村で働く⼈びとに関する権利宣⾔
• SDGs「持続可能な開発⽬標」

• EUの新共通農業政策（CAP)
• フランスの⾷料・農業・森林未来法
• EUの「農場から⾷卓へ戦略」(F2F Strategy)

⼩農・家族
農業を強化
する政策

国連
FAO

アグロエコロジーを介して



転機となった開発のための農業に関する
科学技術国際評価（IAASTD）の報告書

☆2002年に始まった世銀イニシアティブのIAASTD の報告書 「岐路に
⽴つ農業」
・⽣産性の向上では⾼投⼊・⼤規模の商業的農業に劣るけれども, ⽣計

向上と公正さの⾯では⼩規模農業が優っている
・⼩規模農業に対する農業知識・農学・農業技術(AKST)への投資と, 

アグロエコロジーが成否のカギ （IAASTD,2009a, 379）

・外部からの投⼊資材に依存する⼯業的農業が⼩規模農業に優っている
という理解は『神話』に過ぎなかった (Beck et al, 2016, 22)



国連家族農業の10年（2019-2028年）

• 2019年5⽉27⽇‐29⽇にローマで「国連家族農業の10年」(UNDFF)
の⽴ち上げ式実施
家族農業の広がりと多様性を⽰す 先住⺠, 漁⺠, 遊牧⺠など
現代の⾷農システムは環境収奪的だが, ⼩農・家族農業は環境的にも
社会的にも持続性が⾼い

• 世界⾏動計画の採択 7つの柱
• 各国ごとの国内⾏動計画策定へ

家族農林漁業プラットフォームの優先課題
⼩農・家族農業ってなんだ？



国連による家族農業と⼩農の定義
家族農業（国連） Family Farming

家族が経営する農業, 漁業・養殖, 牧畜であり, 男⼥の家族労働⼒を主とし
て⽤いて実施されるもの

⼩農権利宣⾔の⼩農 peasants
⾃給のためもしくは販売のため, またはその両⽅のため, 1⼈もしくはその
他の⼈びとと共同で, またはコミュニティとして, ⼩さい規模の農的⽣産を
⾏っているか, ⾏うことを⽬指している⼈, …家族および世帯内の労働⼒な
らびに貨幣を介さないその他の労働⼒に⼤幅に依拠し, ⼤地に対して特別な
依存状態や結びつきを持つ⼈を指す 雇われ農業労働者にも適⽤



エデルマンによる⼩農の定義の整理
定義の視⾓ 定義内容 時代背景、社会的条件

歴史的
定義

語源, 農村の貧困層, 農業労働者, 無知な⼈
地理的移動の制限, 社会サービスへのアクセス制限

中世後期〜近世初期に⽤語化,
20世紀末では差別⽤語, 農⺠の
従属

社会科学的
定義
⽂化⼈類学
社会科学

農村居住者, ⽣存のための農業, ⼟地所有から疎外
Wolf, Shanin, Mintz, Bernstein
van der Ploeg:再⼩農化/新しい⼩農
ポストモダン:社会的に構築された概念(自称)

1960年代〜70年代の植⺠地解放
闘争、農⺠⾰命、農⺠戦争
IAASTDの報告書, ジェンダー視
点, 国境を超える農⺠運動

社会運動
的定義

集合⾏動のためのアイデンティティの標識, 共鳴する
ためのラベル, 共通関⼼事項
La via Campesino:⼤地の住⺠

1990年代以降の国境を超える農
⺠運動

法規範的
定義

国際⼈権法の適⽤可能性、⾷への権利、⼩農の権利に
関する⼈権理事会報告,⼩農の権利宣⾔ 国際的な⼈権アプローチの進展

出典）Edelman（2013）を参照して引⽤者が作成、強調とアンダーラインは引⽤者



「⼩農・家族農業」の理解
☆「農的活動」の主体としての⼩農と農業形態としての家族農業の統合的な表現
・農業の⾯からは，経営規模の⼤⼩ではなく，その⾏動様式と原理こそが重要
利潤追求よりも，家族(と地域)の永続性の確保をめざす主体

・⼩農・家族農業の柔軟性、多様性：農的活動は農業だけにとどまらない
・⼩農は「⼤地の⼈びと」で 地域＝⽣活＝⽂化と環境・⽣態系を維持する主体

(Edelman, 2003)

☆⼩農・家族農業を狭い範囲に閉じ込めようとする動きに注意



出典）van der Ploeg and Renting, 2004,
p.236, 和訳は秋津・松平(2018)を採⽤
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再⼩農化/新しい⼩農
ファンデルプルフの「三⾓形」はダイナミックで進化する実践を表現
内側の三⾓形：⾼度に専⾨化された近代的な慣⾏農業, ⽴地する地域や⽣態系，
景観にはほとんど関⼼を⽰さない → 境界線のシフトが必須

(van der Ploeg and Renting, 2004: 234-235)

第1の⽅向:「⾼付加価値化」(deepening) 農の意味を深化させる
有機農業，⾼品質⽣産，地域認証特産物，農場加⼯，直接販売

第2の道：「多⾓化」(broadening) 農の幅を広げる
景観や⽣物多様性の活⽤や多様な農的サービスの提供，農村という場が必須

第3の道：⾃然への依拠（regrounding) ⼤地に着く
⽣態系原理、地域循環に基づく⼯業的・科学的な投⼊の削減による費⽤削減,
ならびに(地域内での)多就業



北側諸国に⾒る再⼩農化/新しい⼩農
☆アメリカの例
企業的農業者の中にも主体性（self-controlやself-management）の強調，⾃分の⼟地
（場所性）へのこだわり，環境・⽣態系への負荷を減らし，地域との共同⽣産も重
視する農業者が存在
⇒再⼩農化戦略は，企業的農業者をも巻き込んで，現代的な課題である
社会的修復と環境的修復に向けて進む可能性 (Nelson and Stock，2018)

☆オランダの例
地域を重視するオルタナティブな農業を実践する⼩農が多数存在、⾃然景観保全管
理, エネルギー⽣産, 福祉農業などの「多⾯的機能型農業活動」 久野(2019) 
農場の差別化戦略（⾃らの影響⼒の再獲得，消費者・市⺠・社会との直接的な関係
の再構築）や追加所得の必要性などが再⼩農化の推進⼒
平均して3つ程度の追加活動, 収⼊の40%を占める Oostindie(2018) 

⼩農・家族農業が優位性を持つ分野の存在



⽇本の新しい⼩農：「⽣き物農業」
１．ブランディング, マーケティング戦略

コウノトリ, トキ, 「普通の⽣き物」
２．⽣育環境の保全を⽬指す

冬⽔たんぼ、ゆりかご⽔⽥
３．⽣産過程の⼀部を代替する

合鴨農法, ⽔⽥養⿂
４．採集・⾷料

撮影：池上⽣態系の重視と依拠→アグロエコロジー



☆放棄・荒廃茶園を活かす奈良県⽉ヶ瀬の有機茶農家
⽇本茶, 和紅茶, シイタケの有機複合経営

荒廃茶園≒⾥⼭化の借り⼊れ→9ha強, 46圃場, 傾斜地
笹やススキの伐採・栽培, マルチ→施肥量と収穫量の削減
分散圃場の計画的利⽤(品種、⽣育段階別）
⾃家加⼯場の⼯夫で⾼品質の茶, 和紅茶

条件不利地を条件有利地へ

⽇本の新しい⼩農：荒廃茶園の戦略的利⽤

地域資源の循環的利⽤と⾃律性→アグロエコロジー



⾷料安全保障と⾷料主権と
⾷への権利：違いはどこに



フードセキュリティ（⾷料安全保障）
☆フードセキュリティ概念の成⽴ 1974年世界⾷料会議

それぞれの国が⾷料供給能⼒を強化する：

国を単位として、⾷料増産を計る→緑の⾰命へ

☆⾷料安全保障概念の変化

・1996年の「ローマ宣⾔」:個⼈への注⽬、貧困・ジェンダー格差・⼈

権侵害が⾷料安全保障の阻害要因、2015年までの栄養不⾜⼈⼝半減

ＦＡＯによる４側⾯からの規定：

⼊⼿可能性(量の問題)、アクセスビリティ（経済的要因)、⾷料の利⽤
(栄養と健康)、 安定性(灌漑と輸⼊)        （FAO, 2013)



⾷料主権運動誕⽣の背景
多国籍企業主導の⾷農システムへの戦略的対抗

ラテンアメリカの⼩農が主導
ラテンアメリカでは

⼟地の「資本化」, ⼤規模⼟地集積（ランドグラブ）と契約栽
培による⼩農の⾷農システムへの統合が進展 (McMichael, 2013)

その背後には
⾃由貿易・発展主義パラダイム＝競争の強制

産業的農業が⽣み出した「農⺠不在の農業」への抵抗
産業的農業に対する農の復権



⾷料主権論の⽣みの親： La Vía Campesina
• ビア・カンペシーナ:1992年4⽉のニカラグア・マナグア会議で創設

マナグア宣⾔：⾷の基盤と⽣命を保証することが農的コミュニティ
の仕事, 新⾃由主義に代わるオルタナティブ経済, 政策決定における
本当の参加 カリブ、北⽶、ヨーロッパの農⺠組合

• 1993年5⽉のベルギー・モンス宣⾔：⽣態的永続性と社会的正義, ⾃
律性(⾃⼰決定権), 健全な⾷の基礎としての多様な農業, 農業政策を
決める権利 カリブ, 北⽶, 中⽶, 南⽶, アジア, ヨーロッパの農⺠組合

1996年11⽉のローマ宣⾔で公式化

⾷料主権のエッセンス



⾷料主権の現在
• すべての国と⺠衆が⾃分たち⾃⾝の⾷料・農業政策を決定する権

利、多国籍企業や⼤国, 国際機関の横暴を各国が規制する国家主
権と, 国⺠が⾃国の⾷料・農業政策を決定する国⺠主権を統⼀し
た概念 （真嶋、2011）

• 何を⾷べるのか, 何を⽣産するのかを⾃⼰決定, 健康と環境への
影響, 社会⽂化的背景を踏まえる→⾷べる側の論理と作る側の論
理の統合に向かっている



「⾷への権利」

基本的⼈権：尊厳ある暮らし、飢え・⾷料不安・栄養不⾜からの解放
法的権利：国際⼈権法・⼈権規約に基づく 政府は履⾏義務

世界⼈権宣⾔、「経済的, 社会的及び⽂化的権利に関する国際規約」
★定義：3つの柱

Availability  現在世代と将来世代、永続性と⻑期的な取得可能性
Adequacy 量＋栄養豊富な⾼品質の⾷料、⽂化的価値を含む
Accessibility 基本的ニーズを損なうことのないような経済的コスト

⾁体的な弱者(終末期患者、持病持ち、精神疾患者まで含む)でも
アクセスできる

• 1996年ローマ⾷料サミット 「適切な⾷への権利」の再確認・強調



「⾷への権利」決議
★国連総会における⾷への権利決議
2001年~08年までは毎年、10年から16年までは2年おき
当初の決議：18の主⽂のみ 2016年の決議は47の主⽂

(松隈、2019)
★国連⼈権理事会における⾷への権利決議
2008年以降毎年、最新は2019年3⽉

⾃由貿易路線（WTO、FTA）からの反対
域外義務（⾷料援助）への懸念

⾷への権利について
の特別報告



国連特別報告者制度とは
国連⼈権委員会（第60回、2004年、のちに⼈権理事会)の勧告で創設
さまざまな⼈権に関連する問題について調査・監視・勧告
政府・組織から独⽴した中⽴的個⼈

⾷への権利特別報告：
⾷料主権が⽰す新たなオルタナティブ・モデルを
⾷料主権は社会運動

• 歴代の特別報告者
Jean Ziegler (00-08), Olivier De Schutter (08-14), Hilal Elver (14-20), 
Michael Fakhri(20-)



⾷料主権論と⾷への権利の出会い
⾷料サミット5年後会合：飢餓克服には⾃由貿易とバイテクだ
並⾏開催の⾷料主権に関するNGOフォーラムによる批判
→⾷への権利に影響→⼩農運動から⾷料主権論へ
→2007年2⽉のニエレニ宣⾔

⾷料主権＋⾷への権利＋アグロエコロジー

ジャン・ジグレールによる⾷への権利特別報告（2002年国連総会）
⾷料サミットの変質を批判
⾃由貿易とバイテクは⾷への権利実現の妨げ
ファクリの中間報告(2020年
食への権利を政治・経済・環境の観点から理解し直すための原則と制度

国際貿易に人権原則を：尊厳、自給、連帯



2015年のニエレニ宣⾔（ Nyéléni Declation）
• ⼈びとの圧⼒が国際機関や政府, ⼤学, 企業などにアグロエコロジーを認めさせた
• 公的機関は既存の権⼒構造を変えることなしに, アグロエコロジーを狭い技術の

セットや産業的⾷料システムの永続性の危機を和らげる道具として「再定義」しよ
うとする
• こうした「リップサービス」：気候変動対応型農業(climate smart agriculture)、持続

的/⽣態的集約化, 「有機」農産物のモノカルチャー⽣産という「狡猾な流⽤」に対
して戦う
• 本当の危機の克服⽅法は産業的農業への順応ではなく, その転換とローカルな⾷料

システムの構築, 本当のアグロエコロジーを使う⼩農などによる⽣産
• アグロエコロジーは⽣産と消費を, ⼈類と⺟なる地球にとってより良いものに変⾰

する⼿段
• タネ、⽣物多様性, ⼟地とテリトリー, ⽔, 伝統的知識, ⽂化, コモンズを「世界を

養っている⼈たち」の⼿で統御する



⾷料安全保障と⾷料主権と⾷への権利を
⽐較してみると
政治的安定に重点を置く⾷料安全保障
法的な義務でなく、カバーする範囲も⾷への権利より狭い
⾷への権利：尊厳を持って⾷べることを国が保障する義務を課す
⾝体的、政治的、⽂化的に個⼈とコミュニティを強化する
⾃らのコミュニティにとって適切な⾷料は何かについて決定す
る権利
⾷料主権：作り⼿である⼩農・家族農業の権利確⽴が起点
⾷べ⼿との協⼒・関係←⾷への権利との出会い



⾷料安全保障・⾷への権利・⾷料主権の関係

⼀国主義的な
⾷料安全保障
⼀国主義的な
⾷料安全保障

1970・80年代

世帯・個⼈の
⾷料安全保障

ローマ宣⾔以降

⾷料主権

1990年代以降

⾷への権利決議

2000年代以降

⾷への権利
世界⼈権宣⾔以
降の普遍的課題

⾷料主権

2000年代以降



アグロエコロジーとは



Transition to Sustainable System
Source: IAASTD, 2009b

ＩＡＡＳＴＤ
が⽰したアグ
ロエコロジー
への転換図式



アグロエコロジー運動の⾼揚：南⽶
アグロエコロジー運動が最初に⼤規模に展開されたラテンアメリカ

底辺からの⺠衆運動であり, 社会を巻き込み, 政治を動かす運動
多くの政府が政策として採⽤
エクアドルでは, ｢農業⽣物多様性･ 種⼦･ アグロエコロジー有機法｣
ニカラグアでは「アグロエコロジーと有機⽣産の供給法」
ブラジルでは「アグロエコロジーと有機⽣産物のための全国計画」

←⺠衆運動, MST（⼟地なし地⽅労働者運動）
ビア・カンペシーナ

（印鑰、2016）



アグロエコロジーの代表的な定義
研究業績 定義
Altieri, 1987:6 ⽣態的及び社会経済的観点から農業システムを定義し、分類し、研究す

るための原理
Altieri, 1995:4 永続的な農業⽣態系の構想と管理のための⽣態的概念と原則の適⽤
Rosset and 
Altieri, 2017:1, 8

農業システムに関する広範な科学と永続可能な農業実践と⽣態的永続性
と社会的公正を求める運動の統合体, 先住⺠と⼩農の農業に起源

Francis et al, 
2003:2

⽣態的、経済的、社会的位相のそれぞれを跨ぐ（emcopass)⾷料システ
ム全体に及ぶ⽣態学の統合的研究

Dalgaad et al, 
2003:39

農学、⽣態学、社会学、経済学の諸要素を含む総合的な原理であり、農
業システムにおける植物、動物、⼈間、環境の相互交渉についての研究

Wojtkowski, 
2004:10

⼈間の⽬標に適うように計画された⼈為的システムにおける⾃然過程の
相互⼲渉

Gliessman, 
2007:18

永続可能な⾷料システムの構想と管理に向けた⽣態学的概念と原理を適
⽤するための科学

出典）Wibbelmann et al, 2013, p.3の表1にRosset and Altieri, 2017を追加して作成



アグロエコロジストの主張にみる共通性
• 技術や農法の域を超えて, 社会経済的なパラダイム転換を求める動き
• 技術的側⾯：アグロエコロジーの真髄は, 地域の⽣態系を模倣した農業⽣態

系の構築
• 科学・農業の実践・社会運動を統合するもの
• 市⺠社会組織やビアカンペシーナだけでなく, 農⺠, 政策レベルや消費者に

も浸透中
• 現在の産業的⾷農システムに対抗し, 農⺠の主権を強調する社会運動

産業的⾷農システムの背後にある社会経済の仕組みを変える
伝統知と科学知の結合による⼩規模・多様な⾷料⽣産の合理性の説明

（⽇本はこれからだが、有機農業運動, 産消提携の経験がある）



FAOの変化：アグロエコロジーへの傾斜
資源浪費的・環境破壊的な現⾏の⾷料・農業システムの転換が重要
アグロエコロジーこそがその転換を実現しうる接近⽅法
農⺠が主役となるアプローチ (FAO,  2018a)

☆2014年のアグロエコロジー国際シンポジウム
国際家族農業年（2014年）と連動
2015−2017に5地域でシンポジウム
170か国から1400⼈の参加者 (FAO, 2018b)



FAOによるアグロエコロジーの10の要件
アグロエコロジーの要件（FAO）：多様性, 知識の共創・共有, 相乗
(synergies), 効率性＝外部からの投⼊の節減, リサイクル, レジリエンス
(抵抗⼒), ⼈間的・社会的価値, ⽂化・⾷料に関する伝統, ⼟地・⾃然資
源管理, 循環的連帯経済 (FAO, 2018b)

⼈間的・社会的価値, ⽂化・⾷料に関する伝統：地域的⽂脈
責任ある統治と循環的連帯経済：政策環境
ほかの6項⽬：アグロエコロジーの特徴と⾰新性



•イギリス：2013年にイギリス・アグロエコロジー連盟が発⾜
•フランス：2014年に農業・⾷料・森林未来法の制定

EUの共通農業政策の柱にアグロエコロジーを据え
るように努めるとのポジションペーパー

• EU：農⺠組織も共通農業政策に盛り込むよう運動
IFOAMもアグロエコロジーの推進を決定

•新共通農業政策（ＣＡＰ）への反映 ⼩規模家族農業と関連づけ
グリーン化⽀払いの強化
環境・景観・⽣態系保全と連動する直接⽀払い
⼩規模農業⽀払い

ＥＵに広がるアグロエコロジー



EUにおける新しい政策動向と農業
• 欧州グリーンディール, 循環経済, 脱炭素経済, ダイベストメント

EU Taxonomy(グリーンな産業・業種の分類、農業にも踏み込む）
資源利⽤, 環境汚染, 温室効果ガスの排出などを含む「リアル・
コスト」の計算 (EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, 2019）

☆農業の⽅向性
• F2F(Farm to Folk)戦略: 気候危機と⽣物多様性危機への農業対応

2030年を⽬標 有機農業25%に拡⼤, 化学農薬の使⽤50%削減, ⼟
壌養分の損失50％削減, 肥料使⽤量20%削減など

• EU科学アドバイスメカニズムの提⾔ 商品としての⾷料から共有財
以上のものに変える (EU Scientific Advise Mechanism, 2020)



⽇本でも関⼼を集め始めたアグロエコロジー
★⽇本の農⽔省⽣産局「環境保全型農業センスアップ戦略研究会−
アグロエコロジーな社会をデザインする」を２０１４年に設置

エコファーマーの伸び悩み、減少をどうするかが課題だった
農⽔省準備資料では「アグロエコロジー」は
タイトルのみ、途中でストップ？

★雑誌でアグロエコロジー特集
「⽉刊フランス」 2017年10⽉号、「農業と経済」

2019年３⽉号、「家の光」2020年1⽉号
★ロセット, P. &アルティエリ,M. 2020『アグロ

エコロジー⼊⾨』の刊⾏（監訳：受⽥宏之、明⽯書店）



アグロエコロジー概念の拡⼤と進化
科学として
のアグロエ
コロジー

対象：圃場
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射程：⽣態学/農
学/⾃然の分析
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農業⽣物多
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永続可能な
農業と⾷料
システム

出典：Silici, 2014. 



これからのアグロエコロジー
環境、経済、社会、⽂化の多様性が前提
⽣産者と消費者の主体性の向上を⽬指す
現⾏の⾷料・農業システムで破壊されてきたものを取り戻す

実践：⼯業的(産業的)農業＝慣⾏農業から永続可能な農業への転換
科学：⽣物学、⽣物理学、⽣態学、社会、⽂化、経済、政治

これらのあいだの相互連関、関係性、機能、デザインを対象
運動：永続性＋社会的公正を求める



アグロエコロジーの技術的実践
★アグロエコロジーの技術は⽣態系、とくに耕地⽣態系の原理＝⽣命原
理を重視
動植物の相互依存関係（益⾍、害⾍、ただの⾍、雑草、ただの草）
⼟壌と微⽣物
⽣きものの⼒を引き出すことがポイント
多様性、循環、関係性、総合性
間作・混作、家畜→複合経営、地域内での物質・経済循環
地域資源の複層的利⽤(熱や発電も含めて）

•有機農業や⾃然農法、アグロフォレストリー、⽔⽥養⿂、⽥畑輪換、
あぜ⾖、残飯畜産、林間放牧、⼭地酪農など

効率性・利潤重視の資本主義的経営では困難



まとめ：⼩農・⾷料主権・ア
グロエコロジーの三位⼀体性



⼩農、⾷料主権、アグロエコロジーの
三位⼀体性

⼩農・家族農業

⾷料主権

アグロエコロジー
農業実践

技術/科学 社会運動

⽬標

主体

基盤
地域の⾃然
・⽣態系

地域の市場
・倫理的消費

社会的背景
SDGs

⾷への権利

物質循環
⽣命循環
多様性

経済循環
社会的多様性
関係性



⼩農・⾷料主権・アグロエコロジーの
三位⼀体的対応が⼤事な理由

★現⾏の⾷農システム＝産業的⾷農システムの⽭盾
安くて均質で簡便でいつでも⾷べられる、世界中の⾷べ物が⼿に⼊る

ところが
⽣産の⽭盾：産業的農業 集中/専⾨化 ⼩農の駆逐 環境負荷 格差
消費の⽭盾：品質 安全・安⼼ 健康、消費ロス 作られた消費 格差
流通の⽭盾：過剰規格と包装 均質化 ⼤量配送と個別配送、環境負荷
⾷農システムとしての⽭盾＝主体性の喪失/剥奪＝⾃由な選択が制約

外部資源の多投⼊、エネルギー多消費、社会的公正、⽂化的・⽣物多様性
減少、コントロール外の国際経済・貿易制度、産業的⾷農システムを⽀え
る科学技術・バイテクの⽅向性、⾝体性の破壊、「絶対的損失」の危険性
⇒⽣命原理の破壊 克服の道としての三位⼀体的対応



まとめ1
⾷料主権論とアグロエコロジー：南⽶において底辺からの⺠衆運動と
して成⽴ → 国境を超える農⺠(⼩農・家族農業の)運動によって地
理的・社会的・政治的な空間を拡⼤
「⾷料主権」モデル：伝統的知識＋アグロエコロジー的な農業実践

（Martıʼnez-Torres and Rosset 
2010）
⾷料がコミュニティと主権の中⼼
コミュニティ：何を、どのように、いつ、誰とともに⾷べるか

⾷料を通じて仲間とお互いに⽣を祝う （Fakhri, 2020)

その舞台としての⼟地＝場所性が主権の根拠



まとめ２
尊厳・⾃給・連帯と多様性・関係性・循環
•権利アプローチとしての⾷料主権
尊厳の重視
コミュニティと⾃給：協同⾏為 競争ではなく共存
連帯：互恵社会 協同組合 私的利潤よりみんなの必要性

•⽣命原理としてのアグロエコロジー
多様性
関係性
循環

⽣命の循環＝状態の循環 (柴⾕, 2000)
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