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自己紹介

専門: 農学(学士)、農業経済学(修士・博士)

政治経済学、農と食の社会学

在外研究等
フランス国立農学研究所(モンペリエ、2007-2010年)
国連世界食料保障委員会・専門家ハイレベルパネル(2012-2013年)
国連食糧農業機関(FAO)(ローマ、2018-2019年)

市民社会活動
小規模・家族農業ネットワーク・ジャパン(2017~20年)
家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン(2019年~)

2



構成

1.はじめに—「壊れた食料システム」の再構築―
2.市民社会からボイコットされた食料システムサミット
3.みどりの食料システム戦略―日本は世界の縮図―
4.「代替案」への代替案を求めて
5.権利論の発展と貿易自由化の再考
6.おわりに―日本農業への示唆―

参考文献：関根佳恵「グリーンでスマートな農業？―農と食の持続可能性をめぐる分岐点」
『世界』2021年10月号(9月8日発売)、岩波書店
関根佳恵「日本の小規模・家族農業政策はどこに向かうのか？―EUとの比較
から―」『農業と経済』2021年3月号、昭和堂
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1. はじめに—「壊れた食料システム」の再構築―

世界食料フォーラム(2021年10月4~5日開催)
「グローバルな食料システムは、明らかに壊れている」

78.8億人を養える食料があっても、1/3を廃棄、9.3億人(12%, 20年)が食料不足
温室効果ガスの1/3を排出、陸と海の生物多様性の主要な要因

持続可能で公正な食料システムの構築に向けて
国連食料システムサミット(2021年9月23、24日)：国連事務総長が呼びかけ
日本政府：みどりの食料システム戦略(2021年5月策定)をアピール
市民社会：サミットを批判、組織的にボイコット

国内でもみどりの食料システム戦略への批判あり

なぜ市民社会はサミットやみどり戦略を批判するのか？争点は？

日本農政はどこへ向かうべきか？
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2.市民社会からボイコットされた食料システムサミット

(1)食料システムサミットが目指すもの
食料システム

食料の生産から加工、流通、消費に至る過程や主体、それを支える法律、制度、文化、慣習等を

体系的にとらえる概念

SDGs達成にむけた「行動の10年」(2020年開始)
カギは食料システムの改革にある

食料システムサミットの目的

2019年10月16日(世界食料デー)に国連事務総長が各国首脳に開催を呼びかけ
各国政府に大胆な行動と革新的解決策を提案するよう求める

「多様な主体」(科学者、企業、政策責任者、医療福祉関係者、農林漁業者、先住民、若者、消費者、環
境活動家等)がより健康的で持続可能で公正な食料システムを構築するために、協力して行動することを
促す

新型コロナウィルス禍で打撃を受けた食料システムを「よりよく復興する」(Build Back Better)
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2.市民社会からボイコットされた食料システムサミット

(1)食料システムサミットが目指すもの

主な成果

2020年4月から18か月間にわたって準備・関連イベントの開催
198ヵ国から累計10万人が参加
148ヵ国で国内イベントを開催
90ヵ国以上の首脳が国家戦略や果たすべき責任(コミットメント)を表明
2,000以上の具体的アイデアの提案 15の行動分野に分類 5つの行動の道へ
300近くの責任(コミットメント)が市民社会団体から発表された

強調したもの

「人びと」のサミット

農家、先住民族、女性、若者等の多様な主体の参加：包括性(インクルーシブネス)
国連世界食料保障委員会(CFS)のガイドラインを確認
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2.市民社会からボイコットされた食料システムサミット

(2)日本政府の対応
プレサミット(閣僚級の準備会合)：2021年7月26~28日、ローマ開催
国際ルール作りにむけた政府・企業等による実質的な駆け引きの場

日本の対応：みどり戦略(MeaDRI:技術革新による脱炭素と強靭化の実現に向けた対策)を公表
「アジア・モンスーン地域に適用可能な持続可能な食料システムのモデル」と強調(事前に東南アジア

6カ国と協議)：EU並みのスピードで改革はできない
スマート農業(ロボット技術、AI等)の実践例を紹介：技術革新の重要性を訴える
栄養バランスのとれた食生活・食文化：世界遺産の和食をアピール

EUの対応：欧州グリーンディール下の「農場から食卓までの戦略」(2020年5月策定)
2030年までに有機農業面積25%、農薬半減、化学肥料2割以上減、食品ロス半減等

日本の「成果」：持続可能な食料システムの構築へのコミットを国際的に発信、国際ルールづ
くりで主導権、スマート農業技術や日本の食品の輸出拡大へ

サミット(首脳級会合)：菅首相(当時)がビデオメッセージを送る、みどり戦略を再度発表
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2.市民社会からボイコットされた食料システムサミット

(3)市民社会団体の抵抗―企業のためではなく、人びとのための食料システムを―

サミットのボイコットを決めた市民社会団体

200以上の市民社会団体がボイコット、同時並行で別の国際集会を開催
7月のプレサミット、9月のサミットに合わせてオンライン国際集会を開催
9月に宣言を発表：1,006団体・個人が署名(2021年10月14日現在)
「間違った方向に進んでいる列車に飛び乗ることはできない」

なぜ市民社会はサミットをボイコットしなければならなかったのか？

市民社会と国連が育んできた協働

2008年の世界食料危機国連世界食料保障委員会(CFS)を改革
市民社会団体の意見を積極的に取り入れる制度を創設

世界の科学者が集う独立諮問組織(HLPE)を設置：各国に農政転換を勧告
改革の成果：重要な概念(食料主権、アグロエコロジー(生態系と調和した公正な農と食のあり方)、小規模・家族農
業、先住民の伝統的農林漁業の知恵等)を提示、国連の政策に反映
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2.市民社会からボイコットされた食料システムサミット
(3)市民社会団体の抵抗―企業のためではなく、人びとのための食料システムを―

食料システムサミットは国連の方向転換？
開催趣旨
食料安全保障の実現における精密農業、データ収集、遺伝子工学(ゲノム編集技術等)の重要性を強調
食料主権、アグロエコロジー、市民社会の役割等への言及なし

HLPEとは別の「サミット科学グループ」を新たに設置
特使にA.カリバタ(元ルワンダ農相・AGRA代表)を通常と異なるプロセスで選出
AGRA(アフリカ緑の革命同盟)：ゲイツ財団が出資する団体、飢餓撲滅のために近代的技術普及めざす
世界経済フォーラムに参加する多国籍企業、その団体、ゲイツ財団、ロックフェラー財団等関与

市民社会による批判
サミットが貧困と飢餓の原因をつくってきた多国籍企業(バイオ企業等)に乗っ取られた
サミットが新自由主義的グローバル化に新たな装いを提供する機会になる

企業が支配するグローバルな食料システムを、人権に基づいたアグロエコロジカルな食料システムに変
革する必要がある

サミットは「人びと」＝「私たちの名前」を勝手に名乗ってはならない
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2.市民社会からボイコットされた食料システムサミット

(4)科学者たちもボイコット
サミットでは部分的な「科学」が採用されている

「科学」は世界の食料の統治(ガバナンス)に必要だが、サミットで示されたモデルではない
テクノロジー主導型の食料システムに「科学」が「装備」されようとしている

市民社会団体のボイコットの呼びかけに300人以上の科学者が署名(2021年6月現在)

(5)国連からも批判の声が
国連人権理事会：「食料への権利」特別報告者(M.ファクリ、O.D.シュトゥール)
人権に基づいた食料システムの改革が必要：サミットでは「人権」が空疎な言葉になってしまった

サミットは各国政府に対して、コロナ禍とそれに起因する食料危機を解決するための実質的な取り組みを
何も提供しなかった：食料はあるのに飢えている人がいる私たちにはよりよい道がある

国連報告書(2021年9月)
工業的農業・食料システムとそれに対する政府補助金を批判
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2.市民社会からボイコットされた食料システムサミット

(6)スポンサー、参加者からも批判が

欧州連合(EU)の高官
企業志向型のアプローチでは不十分

これまでのビジネスの延長線上(Business as Usual)に答えはない
アグロエコロジーを支持しない人たちもいるが、欧州連合はアグロエコロジーを推進する

(持続可能な食料システムでは)労働者の権利や人権が重視されるべき
どのような種類の農業を推進するべきか

(7)サミットとそのボイコットは何を意味するのか
「食料システムの危機を乗り越えるために、根本的な改革が必要」：合意済み

「どのように改革するのか」「どのような技術を採用するのか」「誰のための改革か」：未合意

「農と食の民主主義」「公正な農と食」を求める闘い (Cf: GAFAの規制運動、1%対99%)
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3.みどりの食料システム戦略―日本は世界の縮図―

(1)生産性向上も持続性も
みどりの食料システム戦略(2021年5月策定)
2050年：農林水産業から排出される温室効果ガスを実質ゼロに

有機農業面積25%、農薬半減(リスク換算)、化学肥料3割減等
経済財政運営の基本方針(骨太の方針、2021年6月)、成長戦略実行計画に盛り込む、法制化へ

EU：欧州グリーンディール、F2F戦略、国境炭素税の新設国際標準へ

米国：「農業イノヴェーション・アジェンダ」(2021年2月)
農業の生産性向上と環境保全の両立を目指す

日本の課題

有機農業推進法(2006年)後も、有機農業面積0.5%と低迷
グリホサート、ネオニコチノイド系農薬等の基準緩和みどり戦略で転換？RNA農薬推進
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3.みどりの食料システム戦略―日本は世界の縮図―

(2)日本でも市民社会が声をあげた

みどり戦略の推進体制

農林水産省：大臣、省幹部による戦略本部を立ち上げ、省をあげて取り組む

「多様な主体」との意見交換：農業団体、農業資材業界、食品業界、消費者団体等の賛同

市民社会の声

みどり戦略を歓迎、期待する声も

中間とりまとめ(2021年3月)へのパブリックコメント(2週間)
1.7万通以上(95%以上がゲノム編集技術への懸念を示す内容)
科学技術(ゲノム編集、RNA農薬、ロボット技術、AI等)偏重、有機農家が確立した技術への言及がないことへの懸念
生産者や消費者への説明が不十分、意見を反映できる仕組みが整備されていない改善求める

中小規模の家族経営への言及・位置づけを求める

FFPJの意見書(https://www.ffpj.org/blog/20210412?categoryId=299)
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3.みどりの食料システム戦略―日本は世界の縮図―

(2)日本でも市民社会が声をあげた

パブリックコメントへの対応

ゲノム編集に関する記述を大幅に削減：「理解を促す」立場

既存の有機農業技術や中小・家族経営に言及

基本路線

スマート農業(ロボット技術、AI等の科学技術を用いた農業)とバイオテクノロジー(ゲノム編集、RNA農薬等)をベー
スとして、脱炭素化に向けた取り組みを加える

これまでの農業近代化路線を根本的に転換する戦略ではない

食料システムサミットとみどり戦略

市民社会が示す懸念の構図は酷似

問われる「誰のための食料システムの転換か」「誰がその農業を担うのか」
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4.「代替案」への代替案を求めて

(1)農民なき農業か、農民的農業か

みどり戦略が目指す「農民なき農業」

前提条件：少子高齢化、農村の過疎化、農業就業人口の減少

解決策：省力化技術(無人走行トラクター、収穫ロボット、完全無人化の食料生産ライン等)
スマート農業の実証実験：労働時間が4割削減(利益は9割減も)

省力技術がもたらすもの

労働生産性の向上：大型機械の導入で労働時間を削減、人件費削減で安価に大量生産

目指す農業経営モデル：農地集積・集約、基盤整備、大型機械を導入、法人化、多額の融資、

経営規模拡大、売り上げ拡大、6次産業化(加工・販売等)、輸出等
政策的支援からこぼれ落ちる経営(兼業農家、小規模・家族経営、自給的農家等)

集落営農を組織して対応？
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図1 従来の農業モデルと発展方向

17資料：関根(2021)
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4.「代替案」への代替案を求めて

(1)農民なき農業か、農民的農業か

経済的指標に基づくモデルで見落とされたもの

社会的指標(社会的効率性)
農業経営が規模拡大するほど、省力化するほど、農業・農村人口は減少、地域コミュニティは衰退

環境的指標(資源エネルギー効率性)
大型機械、大型施設の導入、単作化(モノカルチャー化)するほど、環境負荷は増大
輸出指向型農業：長距離輸送により食品廃棄・ロスと温室効果ガスが増加
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図２資源エネルギー・労働力を軸にした農業モデル
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表 農業経営体の発展方向：4つのシナリオ

 資源・エネルギー低投入型 資源・エネルギー多投型 

 

省力 

シナリオⅢ：自由な開拓民 

特徴：既成概念にとらわれない，広い大地を愛する 

シナリオⅠ：インテリ系お殿様 

特徴：エリートお殿様，新しいものが好き， 

海外との交易に熱心 

労働 

集約 

シナリオⅣ：自然と生きる百姓 

特徴：伝統・コミュニティ・家族が大事，土づくりに

熱心，実は革新家 

シナリオⅡ：改革派の家老 

特徴：既存の政を刷新しようとするが，お殿様の 

お墨付きが必要 
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4.「代替案」への代替案を求めて

(1)農民なき農業か、農民的農業か
小規模・家族農業を推進するEU
共通農業政策(CAP)改革(2023年~)：農業経営の規模拡大を抑制、小規模経営への支援拡大

小規模農業を重視する米国

農務省：1990年代末から経営規模拡大に警鐘、小規模農業を支援すべきと報告

小規模・家族農業によるアグロエコロジーへの転換を勧告する国連

国連機関、世界銀行グループ等：2010年頃から農薬・化学肥料に依存した大規模な工業的農業を見直す
よう求める

日本はどうする？

農業生産者＝地域で暮らし生活する人(買い物、子育て、通院等)
日本の国土：2/3は森林、農地・農家の4割は中山間地域に
図2のⅠからⅢに向かうための農政転換が必要
社会の構造全体のデザインを見直す：少子高齢化、都市化、過疎化は前提条件ではない 21



4.「代替案」への代替案を求めて

(2)工業的スマート有機農業か、アグロエコロジーか
気候危機・生物多様性の喪失

食料システムにとっての主要な課題農薬・化学肥料に依存した農業の見直し必要(共通認識)
どのような代替技術を採用？どのように意思決定？(意見の相違)

科学技術・技術革新：サミット・みどり戦略

ロボット技術、AI、ICT、ゲノム編集技術が持続可能な農業・食料システムの構築に寄与
目指すべき未来像＝「工業的スマート有機農業」

示される懸念・批判

知的財産権・特許権による技術の囲い込み(公的研究機関民間企業)
種子法廃止・種苗法「改正」による農家の「種子への権利」の脆弱化

ゲノム編集の生態系・安全性への影響(日本：外来遺伝子なければ安全審査・表示なく流通)
大規模・単作栽培気候変動、「農村の緩慢な死」に帰結、それでも農政は推進
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4.「代替案」への代替案を求めて

(2)工業的スマート有機農業か、アグロエコロジーか

エコロジカルな集約化・持続可能な集約化

「持続可能性」「SDGs」「グリーン」を語る企業：実態は？
食料システム内の既存の権力関係(パワーバランス)は温存
新たな資源収奪、労働者の搾取につながることを懸念する市民社会

民主的で公正な農と食のあり方：アグロエコロジー

単に環境に優しいだけの農業、食料システムを構築するだけでは不十分

社会的に公正で民主的な農と食のあり方、すなわちアグロエコロジーへの転換が必要

ガバナンス(統治)のあり方を見直す
科学者が実験室で開発する最先端技術の偏重を見直す

農家の手で確立・実践される技術(経験知、暗黙知、女性の知、先住民の知含む)を排除しない
農業試験場・大学・企業が開発した技術・品種をトップダウンで農家に普及するモデルを見直す
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5．権利論の発展と貿易自由化の再考

新自由主義的な農政観
米国元農務長官R.バッツ「大規模化するか、廃業するか」
「グローバルな市場競争下で生き残れない小規模・家族経営は退場すべき」

国連人権理事会(在ジュネーヴ)からの異議
2018年12月：国連総会で「農民の権利宣言」採択
農民らの人権擁護：食料主権、土地への権利、種子への権利等

国際農民組織ビア・カンペシーナが起草した2008年の宣言が原型
「食料危機・貧困は低開発の問題ではなく、権利保障の問題」と意識転換：画期的宣言

2020年7月：食料への権利特別報告の中間とりまとめ(M.ファクリ)
WTO農業協定は食料安全保障、気候変動対策、人権上の懸念等に有効な結果を残せなかった段階的廃
止を提言、食料への権利にもとづく新たな国際的食料協定への移行を提案
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6．おわりに―日本農業への示唆―

移行(トランジション)期にいる私たち：歴史の分岐点

日本農業の針路

「新たな装いのグリーンな工業的農業」？「小規模・家族農業によるアグロエコロジー」？

社会的、環境的、経済的指標で農と食の持続可能性を評価：後者に旗が揚がる

政治の対応

2019年の国政選挙以降、与野党問わず家族農業への支援を掲げる争点は？
農業の持続可能性だけでなく、農村社会の持続可能性を展望できるか？

具体的な予算をともなう小規模・家族農業、アグロエコロジーへの支援が必要

農と食を超えて、私たちの社会、文明のあり方を考える

気候変動、生物多様性、SDGsに「可能な限り取り組む」「不可能に思えることをやる」
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主要参考文献―もっと知りたい方のために―

国連食料システムサミット：https://www.un.org/en/food-systems-summit

市民社会団体「Food Systems 4 People」：https://www.foodsystems4people.org/

市民社会団体「Global People’s Summit on FS」：https://peoplessummit.foodsov.org/

家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン：https://www.ffpj.org/

関根佳恵(2021)「小規模・家族農業の優位性：新たな経営指標の構築と農政転換へ」『有機農業
研究』13(2)掲載予定

関根佳恵(2020)「持続可能な社会に資する農業経営体とその多面的価値―2040年にむけたシナリ
オ・プランニングの試み―」『農業経済研究』92(3): 238-252

地域農林経済学会主催、日本有機農業学会後援 国際シンポジウム

「持続可能な農業、農村、生態系への転換

―グローバル・トレンドと地域の現実を学際的アプローチから読み解く―」

日時：2021年10月31日(日) 午前10時半～12時半 Zoom開催 使用言語＝英語 参加費無料

参加申込フォーム：https://forms.gle/GJrPWgsooZXjSUeu6
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