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新型コロナ以降の世界の食と農と家族農業、日本の食と農の未来
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 家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン常務理事。2005
年より15年間有機農業に取り組む。農・食・地域の未来を視
点に情報発信する農業ジャーナリスト。近畿大学非常勤講
師。

京都大学農学研究科博士後期課程に在籍し国内外の農業
や食料について研究。

現在、米国カリフォルニア大学サンタクルーズ校環境学科で
持続可能な農業の未来を検討するため在外研究中（日本
学術振興会「若手研究者挑戦プログラム」）

共著：「小農の復権」（年報村落社会研究55）、「新しい小
農～その歩み・営み・強み～」小農学会編著等

今日は家族農業・有機農業経験者の立場から見た報告。参
加者の傾向と事前質問から有機農業や家族農業に注目。



ポストコロナと持続可能な食と農の未来
新型コロナで世界の食の不平等拡大、工業的食料システムの矛盾を露呈
世界の農業・農村の持続と持続可能な食料生産への転換が求められる

• 影響は脆弱な層、特に低中所得国、女性、幼児、青年、高齢者、移民、避難民などに
対して不均衡に影響。

• 国連さらに日本が食料を大量に輸入する北米等でも物流が途絶えれば生産が停止する
と警告（Schmidhuber et al 2020）。

• この脆弱な食農システムに依存している国の一つが日本。日本は世界の食料貿易量の
約１割を輸入。世界で食料不安が囁かれる中で、日本の市民社会では国際的責任を自
ら問い直し、食料輸入への依存を転換する道を探る必要

• 新型コロナ以降の農業問題

ー資本主義的食料システムの機能不全→移住低賃金労働者等の問題

ーポストコロナ以降のアグ・フードテックなどの歪んだ新たな市場と資本主義



カリフォルニア大学・サンタクルーズ校（UCSC）について



•カリフォルニア州 (以下、加州)は、日本の面積の1.1倍。人口3900万人（全
米1位、2位はテキサス州）州の人口の過半数を占める人種や民族はない。州
民の39％がラテン系（2014年に白人を超した）35％が白人、15％がアジア
系アメリカ人または太平洋諸島民、5％が黒人、4％が多民族、ネイティブア
メリカンらが1％未満（2020年）。
•西側に太平洋、東側にシエラ・ネバダ山脈があり、地中海性気候に似た温
暖な気候で、肥沃で広大な盆地を中心に一大農業地帯を形成。

加州の2019年の農地及び牧草地は約980万ha、平均経
営面積は約141ha 、全米平均の約180haより少ない。
加州の農家数は69,900、全米の約3.5％、加州の農産
物販売額は501億ドル、過去50年以上全米1位販売額
(2位アイオワ州270億、3位テキサス州229億) 。

引用：USDA農業センサス

図引用元：在サンフランシスコ日本領事館



米国では家族農業という言葉が商品ラベルにもよく使用さ
れる。日本では否定的イメージが先行している？？



• 現代米国における家族農業の考え方

2017年の全米農業統計局の農業センサスによれば、
全米の220万4792戸の農場のうち、ほぼ96％が家族
農場

国勢調査では、家族経営の農家を年間総売上高で
分類

• 超大規模家族経営農場（101,265・売上高50万ド
ル以上））大規模家族経営農場（86,551・25万
ドル以上50万ドル未満、小規模家族経営農場
（1,925,799）：売上高25万ドル未満

大規模および超大規模の家族経営の農場が全製品
の販売額の63%以上、非家族経営の農場が約21%、
約200万の小規模農場および牧場（売上高25万ドル
以下）が約15%を生産している。



• アメリカに深く根をおろしている農本主義的思想でジェファーソン以来, アメリカ建
国の中心と位置付けられた小規模な家族農場の 独立自営農民が, 現代にあってもア
メリカ国民の象徴的存在（森田2014）

• 戦後の米国の大規模経営偏重農政の中で家族農業が大きな影響。

• 1998 年 1 月にアメリカ農務省の小規模農場に関する委員会によって公表された「行
動の時」と題するレポートによって小規模農業と家族農業再評価（USDA 1998）

• Jager（イェーガー、2004）『家族農業の運命：アメリカ理想の変化』、アメリカ各
地で大規模農業 イェーガーは以上の抵抗運動の代表的な事例として、有機農業，
地域支援型農業（CSA），ファーマーズマー ケット，新規就農者ネットワーク，農
業女性ネットワーク，ニッチ農業，持続的農業をあげた（村本2016、63頁）
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米国の家族農業の考え方（関連資料）



現代米国の家族農業の課題

・高齢化の進行、新規就農者：農地価格高
騰、農地取得機会減少、資金調達の困難性、
新規就農者向け政策の不在（渡邊ら2017）

・米国の家族農業政策、社会的な問題より
もビジネス的な指標を優先することが多い。
家族農業政策における新自由主義的な農業
観が跋扈

最近増加する女性農業者らに健康保険や育
児の負担集中（Andrea et.al 2021)。新型
コロナはさらにそうした負担を増加させた。

渡邊 陽介、小林 誠（2017）「米国の新規就農者および若手農家支援の状況」『畜産の情報』調査情報部 2017,9
Andrea Rissing, Shoshanah Inwood,Emily Stenge(2021)” Family farms are struggling with two hidden challenges: health insurance and child care“May 11, 2021 



有機農業市場における大規模農場への集中

• 米国世界最大の有機市場2020年の有機商品売上高（FiBL2022 ）欧州が政策主導に比
べて米国の有機農業は市場誘導型（村本2021）。

• 2019年認証有機調査 全国認証有機農業数16585戸、面積は222万ha

• 有機認証農産物の総販売額50万ドル以上売上の有機農場（全体農場数の17％）が全体
売上の84％。同25万ドル以上売上有機農場（同28.8％）91％を占める。同5万ドル未
満（34.9％）が1.1％。5万ー25万ドル未満（36.1％）が7.7％

• 加州の売上額36.2％。有機認証農産物の総販売額50万ドル以上売上の有機農場（全体
の24.8％）が全体売上の93.5％。同25万ドル以上売上有機農場（35.0％）同96.4％を
占める。同5万ドル未満（37.0％）が0.5％。5万ー25万ドル未満（28.0％）が3.0％

• →有機農業でも大規模有機農場に売上が集中。

• 2019年版オーガニック調査

• 様々な有機農作物や畜産物の国、州、商品レベルの面積、生産量、販売量、価格、経
費などのデータ。



有機農業の課題

• 有機農業の定義の問題

• 米国の持続的農業三本柱として認識される生 態学的健全性，経済
的実行可能性，社会的受容性があったが有機農業では生態学的健全
性のみが焦点化（村本2016）

• 認証基準の問題

• 巨大食品企業や大規模小売店が有機農業へ参入し有機農業政策に影
響力を強める。→効率的な大量生産を求める（村本2019）

• 産業化と慣行化の問題



• 11月末「Center For Farmworker Families」が開催した
「農場労働者のreality tour」に参加。

• 米国の農業を支える農場労働者の現実。Tourでは、命が
けで国境を渡ってきた農場労働者の経験の共有

• アグロエコロジー畑の見学。

• 最後に農場労働者用のcampの訪問



アグロエコロジー
アグロエコロジーは、1980年代から有機農業および持続的農業に関する理論的枠組
みとなってきた（村本2021）

UCSC：アグロエコロジープログラム(1980年創設）。アグロエコロジーと持続的
フードシステムセンター

Steve Gliessman(Gliessman, 2015)、彼らの先進有機農業者との共同研究がその後
の有機農業研究の端緒となった（前掲書)。

アグロエコロジーの概念:「生態系の概念や原理を持続可能なフードシステムのデ
ザインと管理に応用する学問（Gliessman 2014）」で、また「農民から農民への知
恵・知識の継承も重視される実践的、参加型、文脈重視の農業研究
(Giraldo&Rosset 2018))とされる。

加州では、CSA等のオルタナティブフードネットワークや農場労働者の労働運動や
社会的食料正義という視点から展開



フードテックとは、最新のテクノロジーを駆使し、
新しい形で食品を開発する技術。新たな食の可能性
として注目。たとえば植物性たんぱく質から肉を再
現し世界的に深刻化する食糧問題解決方法と大きな
期待

AgTechアグテック：Agriculture Technologyの略語。AI
等の最先端の科学技術を農業に応用させることとさ
れる。

202UCSC C f Aでアグテックは有機農業を支えるの
かを政治経済的な視点から議論する集まり



農業イノベーションアジェンダ
（AIA,Agriculture innovation agenda, 2020年2月）
•AIA・2050年までに世界人口のニーズを満たすために農業生産量を 40％増加
させ、米国農業の環境負荷を半減させる

• 2030年までに食品ロスと食品廃棄50％削減
•AIA：4つの主要構成要素→
•1、公機関と民間企業の研究を連携させるイノベーション戦略策定。２、革新
的な技術や手法を米国農務省のプログラムに統合。３、米国農務省の生産性と
保全データの見直し。４、説明責任を果たすためにベンチマークを設定

• １、ゲノム編集・デザイン、２、デジタル農業／自動化３，Prescriptive 
Intervention４，システムベースの農場管理



世界最大の穀物メジャー・カーギル:
ゲノム編集などの技術に関する規制基準や各国毎に承認プロセスが異なると商
業化された後、世界の穀物の流れに支障をきたす可能性。
農家や消費者が新しい技術から最大限価値を得るために国境を越えた自由な食
料の流れを可能にする規制の一貫性が重要。

農業参入を始めたマイクロソフト:
オープンなデジタル農業プラットフォームの提供が、農業イノベーションの加
速と民主化に向けた最も効果的

クロップライフアメリカ：
ゲノム編集などの革新的な技術を利用した商業的な製品開発を促進する規制政
策を官民一体となって積極的に展開する。新品種やハイブリッド作物の開発に
おけるバイオテクノロジーの利用について、科学的根拠に基づく政策の採用を
世界的に推進する
→国境を越えたイノベーション推進について述べる。



• 有機農業研究協会(OFRF)：有機農業は真に持続可能な農業シス
テムのための適応可能なモデルであり、すでに世界中の食糧難
の地域で非常に効果的であることが証明

• 人工知能や機械学習を農業経営に適用することは、「人は何の
ためにいるのか」といった社会経済的・人間的な深刻な問題を
引き起こす。

• テクノロジーが、雇用機会、農村の生活の質、社会資本に与え
る影響を徹底的に評価する必要

• アンダーソン教授（ミドルベリー大学）：社会的イノベーショ
ンやアグロエコロジーが完全に無視されている。アメリカは、
アグロエコロジーの研究に投資してきた。学ぶべきことが多く
ある。

• →イノベーションの評価や方向性について疑義が述べられた。



米国が直面する課題から考えていきたい日本の状況

• みどりの食料システム戦略（以下、みどり戦略）：新自由主義的イノ
ベーション主導

→イノベーションは市場や利潤と合致した形で展開される

みどり戦略の新法では有機農業の団地化が盛り込まれた→内容は慣行栽
培の産地化の発想

※有機農業の産業化と慣行化が今後の課題となる可能性

☆家族農業を多面的に考える必要がある：女性農業者や移民農業労働者
の家族の課題を考えることから見えてくる課題の検討の必要性


