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生物多様性を破壊する
食と解決策としての食

印鑰　智哉
いんやく と も や

日本の種子（たね）を守る会 
アドバイザー



地球はいかに生きられる星になったか



この地球は微生物の星
❖ 微生物は地球での生命が生
存できる基盤を作った 
大気中から窒素を抽出 
岩石からその他のミネラル
を抽出

❖量的にも他の生命の存在を
圧倒している。

❖しかし、われわれはまだそ
の数％しかその存在を知っ
ていない。



植物は微生物の力で育つ
❖ 光合成によって作られる炭水化物は
この星の多くの生命を支える。光合
成は究極の再生可能エネルギー

❖ 植物は光合成で作った炭水化物の4
割近くを土壌に放出。微生物を呼び
込み、微生物からミネラルなどを得
るため。微生物も植物から得られる
炭水化物を得て、お互いが生きてい
く上で不可欠な存在となる＝共生

❖ この共生から土壌が増えていく。生
きられる世界を拡大する

酸素

水



微生物が作り出す「根っこ」

植物の根と菌根菌糸





菌根菌糸と土
❖ 菌根菌糸から土壌にグ
ロマリンといわれる粘
着性の高いタンパクが
分泌される。

❖ この物質がバラバラの
粒子の集まりである土
に団粒構造を作り出す。

❖ 土壌流出しにくくな
り、水をしっかり保持
することができる＝菌
根菌、植物の生存に望
ましい環境＝気候変動
を和らげ、災害防ぐ

Paul Stamets https://www.ted.com/talks/paul_stamets_on_6_ways_mushrooms_can_save_the_world



世界から土がなくなる
❖ 世界の土壌はこのままではあと60年で失われてしまう。 

3分の1の表土はすでに失われており、5秒ごとに世界で
サッカー場の土が流出しており、残りも2050年には90％
以上が劣化する（国連FAOの発表）。

❖ 2015年国際土壌年。2015～2024年国際土壌の10年。

❖ なぜ、そんな事態に？　いつから始まった？　原因とし
てあげられるのは森林伐採、そして…



化学肥料・農薬

❖ 化学肥料を投入することで植物は土中に炭水化物を放出しな
くなり、土中の微生物の活動が不活性化し、共生関係は衰え
る。炭素が大気に放出され、気候変動激化

❖ 植物は病虫害に弱くなり、土壌は水を保てなくなる。洪水、
そして干ばつ。土壌が流出しやすくなる。自然災害も激甚化



化学肥料による被害：健康
❖ 大気汚染も実は甚大。気候変動の原因とな
る亜酸化窒素を出す他、アンモニアによる
大気汚染で米国で毎年1万6000人が早死して
いるという研究も。https://www.popsci.com/

air-pollution-corn-production-premature-deaths/

❖ 根粒菌からの窒素は植物の根から直接吸収
されるが、化学肥料はすぐに水で流され、
硝酸性（態）窒素となる。体内に入れば血
中で酸素が運べなくなり、乳児なら命を落
とす可能性がある。発ガン性物質にも。

❖ 特に飲料水を地下水に依存する地域などで
は命が危険にさらされる可能性。



化学肥料による被害：環境
❖ 富栄養化により藻
の大量発生、海に
デッドゾーン（死
のゾーン）を作り
出す。漁業に大き
な被害。

❖ 二酸化窒素の放出
による気候変動。
さらに硝酸性窒素
が石灰岩に結びつ
くとCO2を発生さ
せ気候変動を促進



化学企業が農業に
❖ 農業とは関係がなかった化学企業が農業生産のあり方を支
配しだしている。種子＋化学肥料＋農薬の３つを１つの
セットとして売り込む工業型農業。その鍵となるのが種子

❖ これらの化学企業の拡大は戦争がきっかけになった。爆弾
を作り出す工程はそのまま化学肥料に使うことができた。
生物兵器技術から農薬製造、農業分野に入っていく＝「緑
の革命」

❖ 1996年以降は第2次「緑の革命」遺伝子組み換え農業が始
まる



https://www.msu.edu/~howardp/seedindustry.html

中国化工

独占進む世界の種子企業



種子・農薬市場の独占

❖ 世界の種子市場の約7割弱、農薬の８割弱をたった4つの遺伝
子組み換え企業が握っている。

❖ 遺伝子組み換え企業から種子を買わなければ農業ができない
時代に。ただし、この数字には自分たちのタネを使う農民は
入らない。しかし、今、農民のタネが奪われようとしている。

4大GM企業
66%

4大GM企業
76%



遺伝子組み換えは従来の品種改良と同じ？

細胞までバラバラに
した上で、その細胞
に遺伝子操作を行
い、その後、操作さ
れた細胞を培養し
て、元の植物を作り
出す。



遺伝子組み換え方法
❖ 電子銃で組み込みたい遺伝子を打ち込んだり（パーティクルガン法）、バクテリ
アで感染させて遺伝子を組み込む（アグロバクテリウム法）。

❖ 入れたいところに遺伝子が組み込まれる可能性は数パーセント以下。第1世代の遺
伝子組み換えの場合は遺伝子を組み込む場所が特定できない。ほとんどが失敗す
る。成功したものをクローンで増やす。

❖ ゲノム編集はこの確率を上げることが少し上がる（ターゲットを定められる）技
術。しかし、使う方法は基本同じ。現在では電気パルスで細胞膜に穴を開けるエ
レクトロポレーション法、微少ガラス管で挿入するマイクロインジェクション法
なども用いられる。

パーティクルガン法 アグロバクテリウム法 マイクロインジェクション法



土壌と腸とはシンクロしている
❖ 土壌細菌と腸内細菌は
その役割がきわめて似
ている。

❖ 世界の土壌が傷つき、
失われるのと同時に人
びとの腸も傷ついてい
る。

❖ 土壌細菌と腸内細菌は
何によって痛めつけら
れているか？

米国腸内感染による死者



米国での慢性疾患の急増

糖尿病患者数の割合とグリホサート、遺伝子組み換え耕作の割合の比較



肝臓、胆管、甲状腺、膀胱、胆嚢ガン



自閉症

6歳児の自閉症患者数 6～21歳の自閉症の数



認知症、パーキンソン症、アルツハイマー症



減少に転じた寿命

Washington Post https://www.washingtonpost.com/national/
health-science/us-life-expectancy-declines-for-the-first-time-

since-1993/2016/12/07/7dcdc7b4-
bc93-11e6-91ee-1adddfe36cbe_story.html
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出典:アメリカ疾病予防管理センター 

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/deaths.htm



グリホサートはなぜ草を枯らす？
❖ 植物がアミノ酸を作る
経路（シキミ酸経路）
をグリホサートは阻害
する→枯れる

❖ 人や動物にはそれはな
い（だから安全？）

❖ 腸内細菌、そして土壌
細菌には存在する

モンサント社の説明 
http://www.monsantoglobal.com/global/jp/products/pages/what-is-glyphosate.aspx



必須アミノ酸が作れない
❖ 人体が必要とするアミノ酸の多くを
腸内細菌が作り出す→ドーパミン、
メラトニン、セロトニンは作れな
い。神経伝達物質が欠如し、神経の
機能が保てない。体のさまざまな調
整ができなくなる。

❖ 不眠症、感情が落ち着かない、鬱
病、さまざまな神経症、脱力、パー
キンソン病など

❖ インスリンが作れない。糖尿病
Krüger M, Shehata AA, Schrödl W, Rodloff A. Glyphosate suppresses the antagonistic effect of Enterococcus spp. on Clostridium botulinum. 
Anaerobe. 2013;20:74–78.
Shehata AA, Schrodl W, Aldin AA, Hafez HM, Kruger M. The effect of glyphosate on potential pathogens and beneficial members of poultry 
microbiota in vitro. Curr Microbiol. 2012. doi:10.1007/s00284-012-0277-2.



抗生物質の効かないバクテリア
❖ 遺伝子を電子銃やバクテリア感染で
強制的に組み込むけど、成功率はせ
いぜい数パーセント。ほとんど失敗

❖ どうやって取り除くか？抗生物質耐
性マーカー遺伝子を使い、入ったも
のだけ生き残り、他は死滅させる。

❖ WHOは使用禁止を勧告

❖ ノルウェー政府は抗生物質耐性遺伝
子の入ったGMOを魚の飼料にする
ことを禁止

❖ 他に発光クラゲ遺伝子を使う方法



抗生物質（薬剤）耐性（AMR）による死者

農水省: http://www.maff.go.jp/j/council/sizai/siryou/44/attach/pdf/index-8.pdf より



ファクトリー・ファーミング（工場式畜産）



抗生物質耐性菌

❖ 抗生物質耐性菌はなぜ増えてきたのか？ 
出典：米国政府CDCの統計

ファクトリーファーミング?

遺伝子組み換え？



「ゲノム編集」食品を一言で言うと？
❖ センサー付きの遺伝子破壊技術。研究室の中に留めるべき
技術、遺伝子を操作した生命を環境中に放出させるべきで
はない。英語ではGene-editing（まれにGenome-editing）

• 基本は遺伝子組み換えと同じ遺伝子操作

• その実は「編集」ではない。遺伝子破壊するだけ。ゲノム
操作食品、遺伝子操作食品と呼ぶべき。

• 既存の機能を破壊するだけ

❖ 研究・調査ツールとしての「ゲノム編集」と分けて考える 



「ゲノム編集」とは？
❖ 「ゲノム編集は正確に安全に品種
改良できる技術」として宣伝され
ている。本当？

❖ CRISPR-Cas9とは、細菌がウイル
スを撃退するために発達させた方
法を応用するもの。

❖ 「編集」という言葉や、はさみの
比喩は誤解を招く。センサー付き
手榴弾による遺伝子破壊技術の方
が正確



「ゲノム編集」された作物の例
❖ バランスを失わせて性格を変える：

• 収量の多い稲、小麦など（成長抑制遺伝子を破壊）
• 栄養強化した品種（GABAの多いトマト、高繊維小麦）

❖ 特定のタンパク質を作れなくする：
• 大学や農研機構がさまざまな品種を開発中。菌病耐性品種　
米、小麦など（白葉枯病、うどん粉病の病原菌が増殖するた
めに使うタンパク質を破壊）

• 有害なトランス脂肪酸をうまない大豆
• 芽から毒素（アクリルアミド）を取り除いたジャガイモ
• 変色しない白色マッシュルーム（変色させる遺伝子を破壊）



「『ゲノム編集』は安全」？
❖ オフターゲットの（操作の対象でない）遺伝子をも変えてしまう。予期しな
い結果が生じる怖れ。それが子孫に受け継がれてしまう。

❖ オンターゲットであっても想定通りにならない変異が生じる
❖ 自己免疫反応を生み出す可能性

❖ 抗生物質耐性タンパクによる抗生物質耐性への変化の可能性

❖ ガン細胞を作る可能性（p53というガン抑制遺伝子を損なってしまう）

❖ 生態系に取り返しのつかない影響を与える可能性がある。

❖ 「ゲノム編集」CRISPR-Cas9を開発者たちを含む18人の科学者たちが人の生
殖細胞へのゲノム編集技術の使用のグローバルな禁止を訴える（2019年3月）



2週間有機野菜を食べると？

https://www.youtube.com/watch?t=57&v=oB6fUqmyKC8



米国の親たちが立ち上がり出した

❖ 2013年7月4日、米国の独立記念日に米国全国172カ所で
遺伝子組み換えに反対し、食品表示義務を求めるデモ
が行われる。



米国でのNon-GMO市場の急成長

5年で4倍以上 4年で7倍

Organic	and	Non	GMO	Market	Growth	2015	

Errol	Schweizer	
Execu=ve	Global	Grocery	Coordinator		
Whole	Foods	Market	

ワールドビジネスサテライト
なぜいま遺伝子組み換え食品が発泡酒の原料に! 

2015年12月9日
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Purchasing Organic Products
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Source: Nielsen UPC Scan Data of 100,000 households, 2016
Learn More: OTA.com

有機市場の劇的増加
2000年から2018年の間に世界の有機市場は483％増加



限界にきた遺伝子組み換え
❖ 2015年、遺伝子組み換え作物
の耕作面積減少

❖ 背景には世界での遺伝子組み
換え食品への拒絶、自然の拒
絶（スーパー雑草、スーパー
害虫の誕生）、高く付き安く
しか売れないGMO嫌われる。

❖ 2016年以降は微増。なぜ増え
る？　輸入を増やしている国
はどこ？

世界の遺伝子組み換え耕作面積の推移
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それでは日本は 
どうなっている？



日本では逆にGMOが増える

たねと食とひと＠フォーラム http://nongmseed.jp/?p=980

日本に輸入されるNon-GMOコーン（食品用）
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2015年から発泡酒や酎ハイ 
などの糖類は原料が遺伝子
組み換えに。
　そして農薬が次から次へ
と規制緩和されている。



北米でオオカバマダラが絶滅危惧
❖ 北米を象徴する蝶、オオカバマダラ
がこの20年間で激減し、絶滅が危惧
されている。

❖ グリホサートがオオカバマダラの幼
虫の成育に必要なトウワタ
（Milkweed）を枯らしてしまった
ことによる

❖ GM種子はネオニコチノイド系農薬
でコーティングされており、ハチの
激減にも一役買ってしまっている。



気候変動の主因は？
❖ 食の生産から流
通までの食のセ
クターが最大の
温暖化効果ガス
を排出してい
る。44%～57%に
達するという指
摘も。



持続不可能な工業型農業
❖ 米国では機械・化学肥料・加工、
包装、輸送で、 270calのトウモ
ロコシの缶詰一個を生 産するの
に、2,790calを消費（つまり10
倍以上のエネルギーを消費。右
図）

❖ 化学肥料の製造に世界の1.5%の
エネルギーが使われる。

❖ 農薬、化学肥料は化石資源から
作られる。 0
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気候変動を止められるのは農業だけ
❖ 4/1000 イニシアティブ。 
フランス政府がパリCOP21
会議で提案

❖ 土壌を回復させることで大
気中のCO2を土壌の中に吸
着することができる。

❖ 土壌の栄養は増し、農業生
産力も高まり、水害や日照
りにも強くなる。一石二鳥



日本が世界に与える影響

一人当たりの二酸化炭素排出量（2009）
Copenhagen Carbon Maps   http://www.viewsoftheworld.net/?p=680



食のあり方を変える
❖ 70億の人口に対して家畜は700億。
❖ 人間が1日に 
必要な水：197億リットル 
必要な食料：950万トン

❖ 家畜の2％を占める牛が1日に 
必要な水：1700億リットル（8.6倍） 
必要な食料：6000万トン（6.3倍）

❖ 土壌細菌が十分育たない乾燥地帯、寒冷地帯では家畜
が微生物を育て、地域の窒素循環を果たしている。そ
のような畜産は重要だが、集約型畜産は環境を壊す。 
食のシステムを変えれば倍の人口も森林破壊せずに支
えることができる。



食が社会・環境破壊の根幹の原因に

大量生産される
工業的食

気候変動の激化

環境汚染

慢性疾患の増加

労働者の低賃金固定化
労働者の権利の侵害

家族農家の排除

製薬企業の利益

多国籍企業の
利益

多額の税金の投入

農業の崩壊
医療の崩壊

地方財政の崩壊

生物多様性 
の崩壊

食のシステムの変革を通じた
根源的な民主主義の再構築

食の民主主義・フードデモクラシー
の必要性が世界的に認識され始める

格差拡大
飢餓増大
紛争・戦争

企業による
政治買収災害による被害



食はグローバルな問題の解決策

アグロエコロジーに
基づく食の生産

気候変動は収束へ

農薬・化学肥料による
汚染の減少

慢性疾患の減少・健康増進

生物多様性の
回復

医療の復活
地方財政の健全化

農業の復活

食は職を生む

尊厳のある暮らし

アグロエコロジー的生産を可能にする
種子がなければ実現できない

格差・飢餓の減少
紛争・戦争の可能性の減少

市民による食料生産への参加

政治の民主化



国連もアグロエコロジーと家族農業重視
❖ かつてFAO（国際連合食糧農業機関）
は農業の大規模化、企業化を進めた→
多国籍企業による食の独占→貧困の拡
大、食料保障の不安定化→2007/2008年
世界食料危機

❖ 路線の大きな変換→小規模家族農業と
アグロエコロジーの重視

❖ 2014年国際家族農業年、2019～2028年 
国連家族農業の10年

❖ 小農と農村で働く人の権利宣言



アグロエコロジーとは？



AGROECOLOGY

Ecology エコロジー
Anthropology 
文化人類学

Ethnoecology 
民族生態学

Sociology 
社会学

Basic 
agricultural 
sciences

Ecological 
economics 
エコロジー経済学 

Biological Control 
生物学的コントロール

Traditional 
Farmers’ 

knowledge

Principles 原則

Specific technological 
forms 具体的技術形態

Participatory 
research in 

farmers’ fields
農場での農民 

参加型調査 

学問・科学 農家の実践

伝統的な 
農家の知恵

基礎農学

アグロエコロジー

社会運動
ジェンダーなど

Miguel A. Altieri氏による定義



農民の伝統的知識と科学の対話
❖ アフリカの農法：害虫
を引き寄せるおとりの
作物を両脇に植え、肝
心のトウモロコシの下
には害虫が嫌いな臭い
を発する草を植えるこ
とでトウモロコシの害
虫を阻むことができる

❖ 害虫を撹乱させる混栽
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アグロエコロジーによる土壌の回復
❖ 土の力を回復する
ことで農地の生産
性を回復

❖ 化学肥料なしで生
産可能

❖ 保水性も高まり、
水にも流されにく
くなり、気候変動
に強い環境を作る
ことができる

❖ CO2を土に蓄え、
気候変動を緩和

図　8　有機質に富む土壌に特徴的な複雑な食物網と、それを支える拮抗微生物（antagonists）、分解者
　　　および植物生育促進微生物。

植物バイオマス・根茎

植物寄生線虫 土壌有機質

菌類 細菌

菌食性線虫 原生動物 細菌食性線虫

捕食性線虫 その他の捕食性生物

堆肥・糞尿

5．3 作物多様性

植物の多様性が向上すると、抑制と均衡、養分供給、病害予防など、様々な生態系サービスが機能
し始める。間作は、多様性を増加させ、作物同士の相互補完性を引き出す重要な戦略である。例えば、
間作は病害の発生を抑える。そもそも植物が病気にかかるには、次の３つの条件が必要である：抵抗
力の弱い植物、（病原菌にとって）良好な環境（温度、湿度、土壌条件）、様々な変異を持つ強力な病
原菌（pathogen with many races）である（これを病害のトライアングルという）。間作は、土壌の
温度や湿度に変化を与え、病原菌が住みにくい環境を作る。また高さの違う植物を混植するため、丈
の高い植物が病原菌の胞子の拡散をブロックしてくれる。中国での実験では、丈の高い稲の品種と低
い品種を一列ずつ交互に植えた結果、病害や防カビ剤の使用が大幅に減り、収量が上がった。丈の高
い稲が、菌の胞子の移動拡散を防いだためである。
間作では、水平抵抗性を持つ品種も利用可能である。通常、在来種はすべての種類の病原菌種に対
し中程度の抵抗性（水平抵抗性）を持っている。一方、緑の革命以降の改良種は、垂直抵抗性（一つ
の菌種の病原菌にのみ高い抵抗性を持つ）しか持ち合わせていないため、より脆弱である。
間作をより大きな規模で行った場合でも、同じ効果を期待できるだろうか？ 大規模な農場で間作
を行う場合、まずは２種類か３種類の作物から始めるのが良い。最新の道具を揃えることも必要であろ
う。例えば、帯状栽培も一つの手段である。複数の作物を帯状に栽培する際には、相互作用が働きや
すいよう、また互いに成長を阻害しないよう、帯（strip）の幅は、広すぎず狭すぎずに適当でなけ
ればならない。帯状栽培でよく利用されているのが、強い光を好むトウモロコシまたはモロコシ
（sorghum）である。トウモロコシと大豆の帯状栽培の研究では、帯の幅を４～１２列まで変えて実験し
たところ、幅が狭まるにつれ（図９）、トウモロコシの収量が増加し（５～２６％増）、逆に大豆が減少
した（８．５～３３％減）。トウモロコシとアルファルファ（マメ科の多年草）の帯を交互に栽培した場合、
モノカルチャーに比べ、総収益が増加した。帯幅６メートルが最も効率が高く、モノカルチャーと比

24

『アグロエコロジー  基本概念、原則および実践』Miguel A. ALTIERI, Clara I. NICHOLLS, 

G. Clare WESTWOOD and LIM Li Ching  日本語版 総合地球環境学研究所 



アグロエコロジー

食料主権

エネルギー
主権 技術主権

回復力

科学と実践と
社会運動の結合

生態系の力を活用した
食のシステムを作る
政治／社会的運動

アグロエコロジーに
基づく食と社会アグロエコロジー提唱者

のミゲル・アルティエリ
さんらが作った概念図

気候変動や飢餓、健康
被害から命を守る

多様な地域社会の構築



種子の多様性はなぜ必要？
❖ 植物の生命力
❖ スペルト小麦
（古代小麦）や
「ゆきひかり」
「ササニシキ」
などの品種はア
トピー、アレル
ギーの子どもた
ちに効果的

❖ 「雪の穂」は糖
尿病の食事療法
でも効果



種子の多様性が危ない
✤ 米国では80年間で93%の
種子、世界の100年間で
94％の種子が農業生産か
ら消えた。

✤ たとえばスイートコーン
は1903年には307種類あっ
た。1983年にはわずか12
種類に減ってしまった。

✤ 生物多様性は生命維持の
源泉



多様性が命の保証に
❖ アイルランドで1845年から1849年、ジャガ
イモが菌病でほぼ全滅、2割が餓死、2割以
上が移民して、人口は半減したといわれる

❖ 1970年代、インドとインドネシアの水田が
ウイルスに襲われた。6,273品種のコメが試
され、その中で1つのウイルスに強い品種が
見つかった。その品種が見つかったおかげ
で、ウイルス病から膨大な人口が救われた

❖ 気候変動により、今後もさまざまな病虫害
や干ばつ、水害、異常気温などのストレス
にさらされる。農業生物多様性を確保する
ことが将来の危険から命を守る。 ドキュメンタリー映画『種子−

みんなのもの？ それとも企業の所有物から』



世界の生物多様性の8割は先住民族が守る

❖ 先住民族が暮らす地域は世界の28％に過ぎないが、そこには世界
の8割の生物多様性が存在する（FAO）。

❖ 先住民族は世界を何度にもわたって守っている

✓ 近代民主主義は新大陸の先住民族との出会いから生まれた。

✓ 新自由主義を止める国連の動き、ILO条約、小農の権利宣言も
先住民族の闘いから生まれた。

✓ 先住民族の生存とその環境を守ることはこの世界の破滅を止め
る決定打になる。



日本のODAがアマゾン・セラードを破壊する
❖ 日本が1970年代から現在まで
行ってきた政府開発援助などに
よる投資によって、ブラジルの
アマゾン・セラードの開発に
よって、先住民族やその生きる
環境が破壊されている。

❖ 官民一体となって進出。その開
発の最新版がMATOPIBA→写真

❖ その破壊プロジェクトを日本政
府は「奇跡の成功」と自画自
賛。マスメディアも検証なく政
府見解をそのまま伝える。

Matopiba: Mata o Cerrado e seus povos 
Matopibaはセラードとその人びとを殺す 
III Assembleia dos Povos Indígenas de Goiás e Tocantins



大豆の道がアマゾンを破壊

Amazônia Esquartejada https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/amazonia-esquartejada



日本総合商社のブラジル企業買収
❖ 初期は米系穀物商社が
独占していたが、近
年、日本の総合商社は
ブラジルの穀物企業を
相次いで買収し、ブラ
ジルの穀物の確保を進
める

❖ 日本総合商社→中国に
進出した日系食品企業
→世界に輸出
http://agrinasia.com/archives/1920



破壊地域と日本企業

Amazônia Esquartejada https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/amazonia-esquartejada



アマゾン火災地図と重ねると

Amazônia Esquartejada https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/amazonia-esquartejada



森の最後の守り手としての先住民族



日本の食と農が急に変えられようとしている 
「日本を世界一、民間企業の活躍しやすい国にする」

❖ 主要農作物種子法廃止（2017年4月廃止決定、2018年4月廃
止）、種苗法運用大幅変更…民間企業の参入支援

❖ 農地法改定…民間企業の農地取得促進
❖ 農業競争力強化支援法…民間企業の農業関与強化
❖ 卸売市場法2018年改訂、東京都2019年12月18日卸売条例改悪…
公的市場が民間企業の手に

❖ TPP11発効…2018年12月。種子の権利を奪う国際条約
❖ 漁業法、森林法、水道法改訂…（森も海も農業とつながってい
る）

❖ 種苗法改悪 2020年通常国会。自家採種原則禁止



種子条例：動き出している地方
❖ 新潟県と兵庫県と埼玉県が独自
の条例で公的種子事業継続。埼
玉県は在来種の主要農作物にも
踏み込む。山形、富山、北海
道、岐阜、福井、宮崎、鳥取、
長野の合計11道県で成立。

❖ 長野は種子法の範囲を超えて、
そば、あわ、きび、小豆、伝統
野菜の種子の供給・普及も盛り
こむ。長野県主要農作物及び伝統野菜
等の種子に関する条例）。

❖ 全国の120を超える自治体が種
子を守ることを求める意見書



地方自治は命を守る防波堤
❖ 多国籍企業によるグローバリゼー
ションが種子から市場までフード
チェーンすべてのあり方を壊してい
る。でも地方自治はそれから地域の
命を守る最後の砦になる。

❖ 種子条例、農地、卸売市場業務条
例、漁業権、森林条例、水道条例な
どを通じて、すべて地方自治で対策
を立てられる。学校給食も地方自治
体が決定権、遺伝子組み換え・ゲノ
ム編集の栽培規制も自治体で可能。

❖ 国会も変えなければならないが、ま
ずは地方を変えよう。

出典：有機農業ニュースクリップ



在来種の保全・活用新法制定を！
❖ 今後の人類の生存のためにも多様な遺伝資源を守り、次の世代に
継承することが極めて重要。守るためには活用する道を確保する
必要がある。在来種保全・活用のための支援政策を実現する必要
がある。

❖ 米国でも昨年、先住民族が 

守ってきた在来種を守る法 

案（Native American Seeds  

Protection Act of 2019）が 
提出された。



給食が地域の食を取り戻すきっかけに
❖ 世界の多くの国が学校給食の有機化めざし、目標設定。多くの国が50％の有機を目標
に掲げる。コペンハーゲンはほぼ完全有機を達成、韓国ではごはんなど地域によってほ
ぼ有機へ

❖ 給食と地域農業を結びつけることで地域の食が変わり始める。新規就農者を増やす、移
住者を増やす、地域の食材も変わる。

❖ 日本でも始まる…千葉県いすみ市、木更津市、石川県羽咋市（JAによる自然栽培）、
愛媛県今治市、東京都武蔵野市、大分県臼杵市でも。宮崎県綾町は「自然生態系農業
の推進に関する条例」を制定、兵庫県西宮市は中学校給食を無償化。東京都世田谷区
でも学校給食無償化、有機化に向けて運動開始。兵庫県宍粟市は地産率75%

❖ 学校給食の無償化、国の予算で。学校から地域のレストラン、お店へ！　
❖ 5％が変われば、システムが変わる。
❖ 遺伝子を破壊するバイオテクノロジーではなく、生物多様性を生かすアグロエコロジー
を基本とする食と農に変えることにより生物多様性を守る政策へ（国内も国外も）



フォローアップ
❖ 日本の種子（たね）を守る会 https://www.taneomamorukai.com/

❖ 個人のFacebook https://www.facebook.com/InyakuTomoya 

個人のTwitter https://twitter.com/tomo_nada

❖ 映画『遺伝子組み換えルーレット』 

映画『種子−みんなのもの？ それとも企業の 
所有物？』

❖ 参考図書： 
印鑰智哉 “アグロエコロジーがアマゾンを救う” 
『抵抗と創造の森アマゾン : 持続的な開発と民衆の運動』 
（共著）現代企画室 
青野由利『ゲノム編集の光と闇』ちくま新書 
天笠啓祐『ゲノム操作食品の争点』緑風出版 
ゼン・ハニーカット『UNSTOPPABLE あきらめない』現代書館 
TPP交渉差止違憲訴訟の会・弁護団『消された「種子法」』かもがわ出版


