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Shumei International is dedicated to improving the human community
by restoring the environment, fostering a deep appreciation of
beauty and the arts and cultivating leadership among the
next generation.
The organization was founded on the philosophy of Mokichi Okada,
who taught that cultivating respect for nature and appreciation
of the inherent beauty in the natural world will uplift human society
and enable a truly balanced and sustainable world.
Shumei International has established programs around the world
with a focus on Natural Agriculture.
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【表紙】
秀明自然農法で自家採種された
スイカの発芽

秀 明インターナショナルは、1 . 国 際 協力 2 . 環 境 問 題への
取り組み 3 . 優れた芸 術による人 心の向 上の3 点を基 本 的
なプログラムとして実 践します。この 実 践により、個々の 人
間 性 、精 神 性の向 上を促し、社 会へ新しい人 生 観 、価 値 観
を提 唱したいと考えています。そして、私たちと同 様の目的を
持つ世 界 中の人たち、団 体と協力しあい、世 界 平 和に貢 献
していくことを目指しています。

Special Topics

SEED FREEDOM

未来へつなぐ種・土・食 2014
Organic market NOTANE Festival
4

オーガニックマーケット「のたねフェス」
▲

基調講演
ハンス・ルドルフ・ヘレン博士（ミレニアム研究所 代表／バイオビジョン財団 代表）
ヴァンダナ・シヴァ博士（ナヴダーニャ財団 代表）

8
14
20

パネルディスカッション

30 「ヴァンダナ・シヴァのいのちの種を抱きしめて with 辻信一」上映
～ ゆっくり小学校課外授業

2

神戸会場となった神戸国際会議場

「一つの種は生命の源であり、私たちの生命につながっている」
世界的環境活動家であるヴァンダナ・シヴァ博士が掲げたこのメッセージは、グローバル化
した産業社会の中で私たちが忘れてしまっている大切なことを思い出させてくれる言葉ではない
でしょうか。
秀明インターナショナルは、シヴァ博士が主催するナヴダーニャ財団とパートナーシップを結
び、古来から受け継がれてきた種を守り、希望のガーデンを世界に広げていく SEED FREEDOM
キャンペーンに取り組んでいます。
昨年 12 月、東京と神戸で「SEED FREEDOM 未来へつなぐ種・土・食 2014」を開催しました。
これは一昨年に行われたキャンペーンの第２弾となる講演会で、シヴァ博士の他に、農学博士である
よろこ

ハンス・ルドルフ・ヘレン博士を招聘し、お二人より、世界を取り巻く現状と、生きる歓びと希望
にあふれた持続可能な社会を築くために、今私たちがどう進んでいくべきなのかを、具体例ととも
に示していただきました。また、講演会前にドキュメンタリー映画「ヴァンダナ・シヴァのいのちの種
を抱きしめて with 辻信一」を上映、映画製作者の辻氏による「ゆっくり小学校」の課外授業が行わ
れました。神戸会場ではオーガニックマーケット「のたねフェス」を開催。両日共に大勢の方が
来場され、共に学び、考える機会を得ることのできた意義ある講演会となりました。

3

オーガニックマーケット

「の た ねフェス」
12 月 14 日、神戸国際会議場前の市民広場にて行われた、
オーガニックマーケット「のたねフェス」は、「いのちを育み、く
らしをつむぐ“○○のたね”をみんなで持ちよって、
つないでいく」
ことを目的に行われました。
京阪神を中心にオーガニックマーケットをコーディネートされて
いる方々のご協力を頂き、フード＆ドリンク、衣類＆生活用品、

4

を推奨し、会場内でもマイ食器の販売を行い、ゴミを出さないイ
ベントを目指しました。
「のたねフェス」は、自分たちが内に持っている「たね」を、
このイベントでまき、そこから芽を出し、成長し、広げていけたら
という思いを込めて名付けられました。
次回の開催を希望する声も多くの方から寄せられています。

野菜＆加工品などの分野で、本物にこだわった生産者に直接

このようなイベントを通して、一人ひとりが、生命の根源である種、

出店を依頼、安全で自然に優しいライフスタイルを目指したクオリ

安全な食、自然から学ぶライフスタイルをより深く理解し、新たな

ティーの高い６４店舗が集まりました。また参加者にはマイ食器

出会いやつながりが広がっていくことを願っています。

Organic market

NOTANE Festival

5

6

Organic market

NOTANE Festival

のたねフェス

出店者一覧

1 ：東近江スタイル

34：たまき屋 by ケサリ

2 ：studio482＋

35：Restaurant TAKEUCHI

3 ：Marche Pure

36：cura pane

4 ：たねころ～大和高原シェアシード・

37：NIU farm

NPO 法人 日本麻協会・日の出 PRODUCTS

38：夢きのこ

5 ：カリスマスマイル農園のカリスマベジフード

39：ブルーベリーフィールズ紀伊國屋

6 ：ミドリカフェ

40：冨貴工房＆タメル

7 ：MIHO MUSEUM

41：SHANTI シャンティ

8 ：アトリエパッチワーク

麹部「Koji Koji」

9 ：TAMATEYAMA Club

ナヴダーニャのオーガニックコットンストール
42：Cosmic Family

10：World Citizen Organization

43：Obispo

11：野菜とごはん *fika とボングー宝塚

44：自然農法ヤングファーマーズ

12：ねっこのごはん

45：シガセイサクショ

13：大阪つぶつぶキッチンほんわか

46：つむぎ

14：モモの家

47：手作り石けん

15：六甲山モバイル食堂ピカソ

48：陸ノマル井パン

16：Café Pitwu

49：IZZE スパークリング ジュース

17：るーの店

50：マサイの風～京都・珈琲の里

18：神戸お野菜クラブ

51：茶空民

19：TAYUCOCO

52：和菓子

20：いつかちがい商店

53：自然栽培品ショップ

21：Hotoha & Mihogashi

54：山本農園

22：SNN 本山ファミリーの店

55：田庭

23：ベジラブ☆きっちん

56：秀明ナチュラルファーム

24：Baffycafe

57：The Farm Inaya

25：うどん部

58：次田農園

26：Ba-tacos

59：木原さんのお茶

27：梅花庭

60：こばふぁーむ

28：SIGNS&CAMP COFFEE

61：ファミリアファーム田村

29：Morning Dew Farm

62：SNN 徳島センター

30：Inori

63：Organic Beer Garden Party

31：coma-goma & ecomomai
32：SOIL FARM
33：茶楽園

Arpita 工房

たちばな

ひびき家

巨大ジャングルジム
64：あるもんで食堂とコトリズム

http://nposhumei.or.jp/notane/
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世界の農と食

大規模な産業的農業から持続可能な農業へ

ハンス・ルドルフ・ヘレン博士
Dr. Hans Rudolf Herren
ミレニアム研究所 代表
バイオビジョン財団 代表
スイスの農学者、昆虫学者であり、生物学的害虫防除と持続可能な農業
の先駆者。1986 年、
アフリカ地域の主食の一つであるキャッサバのコナ
カイガラムシによる被害を、天敵を使うことにより未然に防ぐことに成功しア
フリカを飢饉から救う。1998 年にバイオビジョン財団を設立。2013 年
にはもう１つのノーベル賞と呼ばれる
「ライト・ライブリフッド賞」受賞。 現
在はバイオビジョン財団理事長を務めるかたわら、
ミレニアム研究所の会長
として政府や民間部門と協力し、環境、社会、経済の分野で開発戦略に取
り組む。

今日の農と食に関する課題

えることになります。
今日の農業に関する課題として、まず、現在世界中で 8

なぜ世界には必要以上の食料があるにもかかわらず飢餓

億人もの人が栄養不良の状態であるにもかかわらず、同時

が無くならないのか。それについて飢餓と貧困の原因と、

にその約 2 倍にあたる 15 億人もの人が肥満状態にあると

その解決策について触れたいと思います。

いうことが挙げられます。そしてそれは人間の健康に直接

上記の内容は、IAASTD（開発のための農業科学技術
国際評価）報告書に詳細に書かれており、今日はそれを基

次に、現在の産業的農業は作物生産時により多くのエネ

にお話しします。この報告書は農業に関する報告書の母体

ルギーを消費することです。エネルギーを 10 カロリー消

のようなもので、国連機関によって委託され、2009 年に

費しても、生産量は 1 カロリーにしかなりません。これが

完成しました。日本を含む世界中から約 400 人分もの報告

農業におけるエネルギー問題を引き起こしています。そし

書が集められ、6 年かけて完成し、2,000 ページにも及ぶ

て生産時に多くのエネルギーを消費することで、多くの二

ものです。この報告書は、2050 年までに全人類を賄える

酸化炭素や温室効果ガスを発生させ、これが気候変動につ

食料を生産するため、農業システムの変革の必要性、そし

ながります。例えば、有機農業や自然農法のような環境保

て食料生産と消費と健康の関連性を示しています。

全型農業では、エネルギー消費量 1 カロリーにつき、10

では 3 つの側面、つまり環境的、社会的、経済的に持続

～ 30 カロリーもの生産量を生み出すのです。どの農業形

可能な開発を推進していくために、農業はどのような方向

態に変えれば、エネルギー問題や気候変動問題を解決でき

性を持つべきでしょうか？

るのかは明らかです。

皆さんも予測されているかもしれませんが、このまま

8

つながっていきます。

また現在のシステムでは、土壌劣化や水資源の浪費、生

の状態が続くと、今から 50 年、100 年先には、気候変動、

物多様性の損失などによる自然資源に関わる問題も生み出

人口増加に伴う需要増大、社会的不平等の拡大、自然資源

しています。全ての多様性が環境、再生力、健康の面にお

やエネルギーの枯渇など、私たちは新たな大きな問題を抱

いても必要になってきます。さらに、農村地域の過疎化や

今日の大量生産・大量廃棄
食糧総生産量

4600kcal

生産

収穫後に
損失する部分

廃棄

4000kcal

4000

kcal/capita/day

収穫後

家畜のえさ

開発
途上国

肉・乳製品

3000

2800kcal

廃棄
実際の消費量

アメリカ

2000kcal

2000

イギリス
1000

0
農場

0
農地

20
輸送及び
加工過程

家庭

40
販売店

60

80

外食産業

100
（％）
家庭

Figure 9a-b:The makeup of total food waste11
Source:Lundqvist et al., Godfray

IAASTD（開発のための農業科学技術国際評価）
報告書

スライド 1

自然の生態系を無視した農業ビジネス
人による消費
農作物

畜産

人工的要因

農薬

植物の養分

灌漑
機械化
農地

牧草地

遮断

化学肥料
資源を
土台
土壌

生態系を
支える
水

栄養循環
土壌形成

気候

圃場外の
生物多様性

自然資源
圃場内の
生物多様性

UNEP 2012

スライド 2

都市部への人口流入などの社会問題をも生み出しているの

うことになります。先進国では食料の半分以上が家庭内で

です。しかしこの問題は消費者、特に都市部に住む人々が

廃棄されており、開発途上国では収穫後の保管設備や市場

安い価格を求めることで起きています。すなわち、生産者

までの道路が整備されていないことが原因となっています。

がいくら質の高い作物を生産したいと思っていても、消費
者はその価値が分からないため、それに見合った金額を支

スライド 2 参照：現在の農業システムは、安全性や栄養面を

払おうとしないのです。

重視せず、利益のみ追い求める巨大ビジネスと化しているた
め、
自然のエコシステムを人工的なものに置き換えて作物を生

スライド１参照：現在世界では、1日1 人当たり4,600 キロカロ

産しています。秀明自然農法などに見られる、
自然の力のみ

リー分の食料が生産されています。一般的に、健康な生活

で作物を育てる農法では、水や気候、農地内外の生物多様

を送るのに必要な平均摂取カロリーは約 2,300 キロカロリー

性など自然から与えられたもののみを使用し、土壌を再生し

ですから、2 倍もの食料が生産されているのです。しかも今

て、作物が生産されています。しかし、現代の産業的農業で

日生産されているその多くは、中身のないカロリーばかりで、
こ

はそういった自然からの恵みを農薬や化学肥料といった人工

れらは品質が悪く、栄養も少ないということです。そして私た

的なものに置き換えることによって、費用も掛かり、
自然環境や

ちも生産されている全ての食料を食べているわけではなく、そ

人間の健康をも破壊してしまうのです。

の半分のみを食べています。つまり半分は廃棄しているとい

9
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持続可能でない食のシステム
穀物と肉類の生産量

スライド 3

窒素、
リンを含む化学肥料の使用量

窒素

肉類

リン

穀物

灌漑用水の使用量

殺虫剤の生産量

水

農薬

SOURCE : Tilman et al., 2002

IAASTD/ Ketill Berger, UNEP/GRID-Arendal

地球の許容量を超えた現代農業と食のシステム
気候変動
海洋酸性化

成層圏
オゾン層の減少

窒素排出量

生物多様性の
損失の割合

生物地球化学的な
流れ境界
土地制度の変化

地球規模での淡水使用量
※緑色の部分が地球の許容量
スライド 4
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スライド 3 参照：この図が示すように、
穀物と肉類の生産増加

スライド４参照：本来地球は、
あらゆる側面において再生させ

と正比例して、水や農薬、化学肥料使用量も増加しているこ

る力を持っていますが、私たちはその地球の許容量をはるか

とが分かります。ということは、食料を生産すればするほどこ

に超えるような、短絡的な過剰生産を行っています。グラフの

れらの要素も投入することになり、持続可能なシステムではな

緑色の部分は、私たち地球上に住む生命体が、消費可能な

いことは明らかです。また遺 伝 子 組み換え作 物（GMO）が

範囲を示していますが、生物多様性の損失、窒素肥料の使

導入された 1990 年代以降、除草剤を含む農薬の使用は増

用量、気候変動は大幅に許容量を超えています。

え続けています。農薬や化学肥料の使用を減らすための遺

私たちが今しなければならないことは、現在のシステム

伝子組み換え作物の導入も、実際のところ、何かを投入しな

をよく考察し、今日の直線的なアプローチではなく、より

ければ生産ができないということが判明したことになります。

体系的なアプローチを取ることです。すなわち、ある問題

世界の農と食

大規模な産業的農業から持続可能な農業へ

一般家庭における消費形態の転換

現状

少ない

多い

牛肉、羊肉、菓子類

牛肉、羊肉

チーズ、魚

チーズ、たまご、
鶏肉、豚肉、魚、ビスケット

鶏肉、豚肉、菓子類

牛乳、ヨーグルト

豆、パスタ、ビスケット、
オリーブオイル、牛乳、
ヨーグルト、米、たまご

オリーブオイル
米、パン、パスタ

野菜、パン、ジャガイモ

野菜、果物

多い

果物

少ない

理想型

Barilla, 2011
スライド 5

に対して一つの側面からの解決策を講じるのではなく、あ

が作物の栄養となります。

らゆる側面に対する影響を考慮した解決策を見いだす必要

自然界にはこのように作物が必要とする栄養を作り出す

性があります。さもなければ、一つの問題を解決したとし

システムが自然に備わっています。また逆に、作物にとっ

ても、それによってまた新たな問題が発生してしまいます。

て弊害となる雑草の生育を抑えるシステムもあります。私

つまり、短期的で直線的な思考が現在の危機的状況をもた

がなぜこれらの解決策を「種」に結び付けているかという

らしたといえます。私たちは多次元的アプローチ、もしく

と、種の中にこそ雑草や害虫、病気などに対応できる力が

は最低でも環境、社会、経済に対する３次元アプローチに

備わっているからなのです。

転換しなければいけません。いい統治とは基本的に政治家
が政策を決める際、その政策に関する全ての側面を考慮す

また別の方法として SRI 農法（※）という稲作栽培が
あります。慣行農法との差は一目瞭然です。

ることなのです。

基本的に種と土壌の中に解決策があるのです。私たちが

では、私たちはどのようにして現在の慣行農法から生産

必要なのは生きた土壌です。慣行農法の土は、窒素肥料や

性と持続可能性を兼ね備えた農法に移行できるのでしょ

他の化学肥料、農薬の大量投入により、瀕死の状態にある

うか？

と言っても過言ではありません。
遺伝子組み換えやハイブリッド種子（F1）の発展に伴

持続可能な農業への移行

い、多様性や種が多大な損失を被ってることに気付かされ
ます。私たちは過去 20 年の間に、遺伝子組み換え作物や

スライド 5 参照：移行できる唯一の方法としては消費者の関

ハイブリッド種を世界中に広げてしまったのです。

与が不可欠だと思います。ここにいる皆さん一人ひとりが生

遺伝的多様性の減少

産者を助け、
このシステムを変える役割を担う一部なのです。

100
90

や乳製品を多く摂取する食生活から、野菜や果実を中心とす

80

る食生活に変えていくのです。
人々の求めるものが変われば、生産者は持続可能な生産
方法に転換することができます。例えば作物の周りに害虫
の好む植物と好まない植物を植え、コントロールするので
す。この方法でいくと、農薬や肥料も必要なく、余分な水
も使わず、また害虫を傷つけることもなく、完全に自然な
方法で作物を育てることができます。周りに植える作物を
考慮することで、窒素を空気中から土壌に取り込み、それ

% Conventional Seed offered

つまり、現在の傾向とは全く違いますが、皆さん消費者が肉類

70
60

スライド 6

100%

大豆

50
40

38.8%

30
20
10

農家が栽培できる
在来種の種類

9.5% 8.3%

5.9%
3.6%
3.1%
0.7% 0% 1.0%
0.8%
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

David Quist, 2010 pers com
※ SRI 農法（The System of Rice Intensification）稲集約栽培法
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作物多様性の減少
1903 年のデータ

マスクメロン

A CENTURY AGO
In 1903 commercial
seed houses offered
hundreds of varieties,
as shown in this
sampling of ten crops.

レタス

8

33

エンドウ豆
ラディッシュ

408

45

7

49

3

南瓜
1
34

30
7

スイートコーン
トマト

キャベツ

8

54

4

40

きゅうり

268

285

てんさい

1983 年のデータ
80 YEARS LATER
By 1983 few of
those varieties
were found in the
National Seed
Storage Laboratory.*

16

17
79

28
12

40
36

27

25

27

※例 トマト 408→79 に減少

スライド 7

現状維持によって起こりうる状況：
温室効果ガス増加と栄養素の低下

短期的解決策は高額で、
根本の解決にはならない
短期的解決策

根本からの解決策

二酸化炭素排出過多による作物栄養素の低減
2050 年に予測される二酸化炭素レベル下での作物栄養素の割合
亜鉛

鉄分

麦

スライド 8

12

タンパク質

米

とうもろこし

大豆

スライド 9

世界の農と食

大規模な産業的農業から持続可能な農業へ

数字が表す 2050 年までの予測
年間GDP総額の0.2％（1410億ドル）を投資した場合

指標

単位

基準

エコな農業

現状維持

農業総生産量

10億 US$/year

1,921

2,852

2,559

生産高

10億 US$/year

629

996

913

雇用

100万人

1,075

1,703

1,656

土壌の品質

Dmnl

0.92

1.03

0.73

水の使用量

Km3 / year

3,389

3,207

4,878

作付面積

10億 ha

1.2

1.26

1.31

森林破壊

100万 ha/ year

16

7

15

一日に供給可能なカロリー

Kcal/person/day

2,081

2,524

2,476
スライド 10

現代農業による生物多様性の損失

た国連気候変動リマ会議の内容をご存じの方も多いと思い
ますが、
このまま空気中の二酸化炭素が増え続けると、許容

スライド 6 参照：このグラフが示すように、過去 20 年間でトウ

量をはるかに超えてしまい、私たちの主な食料源である作物

モロコシや大豆の種類が大幅に減っています。大豆に至っ

の栄養素低下につながるのです。

ては 100％だったものが 0.8％にまで激減しました。これらの

産業的農業から持続可能な農業に移行するには、生産者

損失は消費者や生産者にとって何の利益もありません。生

への教育が、より一層不可欠です。正しい知識や情報も必

産量は増えず、品質も下がり、価格も高騰するばかりです。

要です。特に、女性農家や今後の農業を担っていく青年へ
の教育が大切になってきます。

スライド 7 参照：作物多様性の損失を別の角度から見てみま

では、それは本当に可能なのでしょうか？ 多くの人が

しょう。この図が示しているのは 1903 年と1983 年の作物多

不可能だと言うでしょう。現在の世の中は、産業的農業の

様性の比較です。80 年の間に作物それぞれの種類が激減

みが全人口を養うだけの十分な食料を、安価な値段で提供

しているのが分かります。

できると信じているからです。しかし、本当にそうでしょ
うか？ 2011 年の国連環境計画（UNEP）のグリーン・エ

スライド 8 参照：コメの例を挙げてみると、
写真の左側の黄色

コノミー・レポートを見れば、その答えは明らかです。

いコメはゴールデンライスといい、遺伝子組み換えされたコメ
です。これは特に開発途上国地域において、
ビタミンA 欠乏

スライド 10 参照：この表は１年間に 1,410 億ドルを投資する

症に悩む子どもたちのために開発された、
プロビタミンA が組

場合の数字です。1,400 億ドルというのは、先進国において

み込まれたコメです。これによって、野菜や肉や魚という食の

政府が農家に支給する助成金の 3 分の 1 の金額です。です

多様性が、
このコメ一つに取って代わってしまいました。この

から、世界的に見ればとても少ない金額なのです。この表で

ゴールデンライスに全ての栄養素を組み込んでしまおうという

はその金額を、持続可能な農法と現在の慣行農法とに投資

もくろみです。右が自然に育てられた普通のコメです。私た

した場 合、2050 年までに現れる予 測を数 字で示したもので

ちは本当にこのような遺伝子組み換え作物が必要なのでしょう

す。表を見れば明らかなように、生産量も生産高も雇用も土

か？ それとも、普通のコメに野菜を足す食生活を選びますか？

壌の品質も持続可能な農法の方が良い数字を出しています。
逆に森林破壊は 50％に激減させることができます。

持続可能な農業の優位性

これによって、持続可能な農法が科学的にも優れている
ことを証明できるのです。

スライド 9 参照：この図は二酸化炭素が作物の栄養にもたら

す影響について示したものです。先日、南米ペルーで行われ
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生命の根源である種を守るのは
一人ひとりの選択から

ヴァンダナ・シヴァ博士
Dr. Vandana Shiva
ナヴダーニャ財団 代表
インド・デラドゥーン生まれ。カナダのウエスタン・オンタリオ大学で物理
学および科学哲学の博士号を取得。1987 年、生物多様性や種子の保
全、有機農業を推進する団体ナヴダーニャ（Navdanya）
を設立。自然を
慈しみ、生命の尊厳を守る活動を展開し、貧しい人々や女性の視点に立っ
て、開発やグローバリゼーションのもたらす矛盾を鋭く指摘。 世界の農民
や環境活動家たちに大きな影響を与えている。

大企業による種の支配

ティライスの特許を取得したテキサス州の企業が、「コメ、
種、香り、および調理法も、自分たちで発明した」と主張

環境ということを学ぶ際、生命はつながっていることを
実感できます。全てが関連し合っています。切り離される

まで、私たちはコメの調理法を知らなかったというのです。

ものは何一つありません。これが生命の連鎖なのです。イ

私が「種子」に人生をささげている理由は、これらの虚

ンドでは、種子を Bija（ビージャ）といいますが、外部か

偽の主張があったからです。それは種の所有権や特許権使

らは何も投入されず、そこから生命が生まれ、永遠に続く

用料を主張する動きです。これらのことが、インドの農家

ことを意味します。それが本来の種なのです。小さな種は、

にどれだけの影響を与えたかを、我々は目の当たりにして

元は植物から生まれたものであり、その植物も、もともと

きました。現在、世界で最も多くの種子を支配している企

小さな種から生まれました。この進化の連続性が、この小

業はモンサント社です。彼らは 1998 年に、
「BT コットン」

さな種の中に込められているのです。まさに、何百万年も

と呼ばれる遺伝子組み換え種子を用いて、インドでの綿花

の間につくられた自然の進化の結晶であり、何千年にも及

分野に参入してきました。今日インドでは、95% の綿花

ぶ人類の歴史でもあるのです。種は、全ての根源なのです。

の種子が彼らに支配されています。それにより種子の価格

種子の原則は、多様性と繁殖、そして自由な交換です。

が、７万倍にも跳ね上がってしまいました。その半分が特

また、それぞれの土地の固有種には、風味の良さやさまざ
まな問題に対する耐久性などといった特質があります。こ
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してきました。この企業が 1998 年にこのコメを生み出す

許使用料としてモンサント社へ入っていくわけです。
この 20 年間、遺伝子組み換え技術は、主としてトウモ

れまでに種子を私有財産として扱った文化はありません。

ロコシ、菜種、大豆、綿の 4 種の作物の、BT（害虫抵抗

種は常にコミュニティーの資源であり、誰でも手に入れる

性）と HT（除草剤耐性）の 2 形質に活用されてきました。

ことができるものです。

BT というのは殺虫成分を作る遺伝子を植物の中に組み込

私はインドのデラドゥーン出身で、そこはバスマティと

み、特定の害虫に抵抗性を持たせた作物です。HT とは除

呼ばれる香り高いコメの産地です。ところが、このバスマ

草剤耐性を持つもので、最も有名なものは、除草剤「ラウ

かんがい

大規模な灌漑システム。大きいものは半径１km にも及ぶ
（gopixpic.com)

ンドアップ」に耐性のある植物です。これはラウンドアッ
プを散布したときに、耐性を持つ植物だけが生き残り、周
りの雑草などは全て死滅するというものです。
本当にこれらの技術は、害虫や雑草を駆除するために機

という名の暴力行為です。
モンサント社は、80 年代に WTO（世界貿易機関）の知
的財産に関する規則を打ち立てました。彼らは、種子を採
ることが犯罪だと宣言したのです。

能しているのでしょうか？ 実際は、そうではありません。
今では綿花にも新種の害虫が現れました。これらの技術が

生命尊重から経済重視の社会

通用しないスーパー害虫が出てきており、アメリカでは、
7,000 万ヘクタールが、ラウンドアップが効かないスーパー

今日、私たちの社会を支配するエコノミー（経済）という

雑草で覆われています。もはやラウンドアップの効果が無

言葉は、エコロジー（生態学）と同じく、
「家」を意味する

く、耐性ができた雑草には、なすすべもありません。10

「oikos」というギリシャ語からきています。エコロジー（生

オイコス

月にアメリカで、新たな遺伝子工学技術が承認されました。

態学）とは、私たちが住むこの惑星についての科学であり、

それは、ラウンドアップの耐性だけでなく、2,4-D（ベト

エコノミー（経済）とは、その私たちが住む場所を管理する

ナム戦争で使用された枯葉剤）の耐性を持つものです。

ことです。しかし、今日経済と呼ばれているものは、私たち

ハワイ州のマウイでは、最近の住民投票で、「遺伝子組

が住むこの地球とは何の関係もありません。どんなことをし

み換え作物一時的栽培禁止（GMO フリー）」が可決され

てでも金もうけをすることを意味するようになってしまった

ました。するとラウンドアップおよびラウンドアップ耐性

のです。

の種子を所有するモンサントと、エンリストと呼ばれる

経済のグローバル化に伴い過去 20 年間にどのようなこと

2,4-D を所有するダウ・ケミカル（世界最大手の化学企業）

が起きたかを振り返ると、実際のところ、生活のすべを台無

の両社が、この投票結果の無効を求める訴訟をマウイの自

しにして、金もうけのための規則が作られていったのです。

治政府に対して起こしたのです。地元住民が遺伝子組み換

産業的農業の問題の一つに、食物が製造物であるという

え作物を望んでいないにも関わらず……。まさに、GMO

誤った考えが植え付けられていることが挙げられます。食
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多様な作物の種子を保存するナヴダーニャのシードバンク

物は生命です。人類は生命ピラミッドの頂点に位置してい

義されています。本来、種子というものは、常に進化し、

ますが、食物連鎖においては、土壌にすむ微生物の方が人

生命の状況変化への適応能力を持ち、土壌や他の生命と共

類より上にいます。人間は生を終えると土壌微生物の食物

に、私たちに豊かさを与えてくれるものです。

になるからです。それに気付けば、私たち人間はもっと謙
虚になれるのではないでしょうか。

食料システムに関する 2 つの未来に私たち人類は直面し
ています。1 つ目の未来は、独占と単一文化を基盤とする

日本には里山という素晴らしい文化があります。かつて

未来です。独占に立脚したこの未来の基盤は、特許と種子

私たちは自然と共存し、自然に畏敬の念を抱き、そして自

の所有権です。インドのような国では、綿の種子から特許

然と共に驚くべき豊かさを生み出してきました。しかし今

使用料と利益を搾り取ることで農家の人々を借金漬けに

私たちは、足りないという「不足」の観点からしか物事を

し、自殺に追いやっているということを意味します。経済

見ていません。つまり、土壌は自ら栄養素を作り出すこと

のグローバル化によって、独占が根付いて以来、インド政

ができず、足りない部分を肥料によって補い、種子は自ら

府の公式データによると、29 万 1 千人の農民が自殺して

再生できないため、遺伝子組み換え（GM）種子を毎年購

います。

入しなければならないという考えです。
そして、この混乱の核心は、企業が地球上の生命を創り

モンサント社は、すでに種子のほとんどを所有しており、
今や人類の食物・農業システムを完全に掌握する最大の気

出しているという創造の神話が原因です。企業は遺伝子組

候データ会社と最大の土壌データ会社を所有しています。

み換え種子に対して特許を取ります。しかし本来特許は、

私たちは自らの食物に対して、こんな独裁を望んでいます

発明と創作物に対して与えられるものです。自然は自らを

か？ それとも「種子・食物・社会が自由である未来」を

創り出し、種子も自己創生します。発明品ではないのです。

望んでいますか？

しかし彼らにとって、土というものは空っぽという理解な
のです。そして、人々はその空っぽの入れ物で植物を育て

産業的農業による食と環境破壊

るには、工場で作った窒素肥料の投入が必要であり、種子
と植物は農薬や化学肥料を燃料とする「機械」であると定

16

実際のところ、産業型グローバルフードシステムと呼ば

生命の根源である種を守るのは一人ひとりの選択から

自家採種された在来種の種子が保存されている

れるものは、もはやフードシステムではありません。なぜな

せているのです。

ら、このシステムでは私たちを養う作物を育てる土壌に栄養

FAO（国連食糧農業機関）の最近のデータによると、人々

素が循環されないからです。土壌の栄養が枯渇すると、植物

が食べる食物のうち産業システムによって作られたものは

から栄養が無くなり、そして人体から栄養が失われます。

30％に過ぎず、残りは小規模農場で作られています。そし

農家の人々は、化学物質を含有する土壌でミミズや微生

て、多くの作物は動物の餌になり、またバイオ燃料として

物など、どれだけ多くの生物が殺されているかが分かって

使われます。そして言うまでもなく、その全てが補助金に

いないのです。そして土壌と生物が生存できない状態であ

基づいて行われています。補助金は私たち市民の税金でも

るように、こうした化学物質は土壌だけにとどまらず大気

ありますが、私たちの健康と未来への利益のためにならな

をも汚染しているのです。化学窒素肥料の使用は温室効果

いことに流用されているのです。私はちょうどインド農業

ガス、そして気候の安定性を脅かす窒素酸化物を発生させ

省に提出する報告書をまとめたところなのですが、国家防

ます。これは大気と土壌だけの話ではなく、水も同様で

衛予算の総額よりも、化学肥料のための補助金支出の方が

す。全ての窒素肥料が海に流れ、生物がすむことのできな

多いことが示されています。

い酸欠海域ができるからです。つまり、これらの化学肥料

ヘレン博士の講演で、土壌、生物多様性、水、気候の破

は全て不要なものなのです。なぜなら、私たちが環境保全

壊状況が示されました。その中でも特に重大だと感じたの

型農業を行えば、土壌に栄養素となる有機物が戻り、土壌

は私たちの健康の破壊です。食物は本来私たちを養ってく

ひよく

が肥沃になれば、土壌は私たちに多くの食物を与えてくれ

れるものであって、むしばむものであってはならないので

るからです。化学肥料を与え続けられた土壌にはビタミン

す。地球上の病気を全部合わせると、それらの原因のほと

やミネラルなどの微量栄養素が全くありません。また微量

んどが有毒な食物からきているのです。

元素も存在しないのです。微量元素とは、私たちが生きて

私たちが、豊富な栄養素と種子の多様性の両方におい

いく上で少量でも必要なもので、銅やマンガン、亜鉛など

て、きちんと地球に還元すれば、地球からはるかに多くの

が挙げられます。ですから、産業型のシステムは、食料増

食物と栄養を受け取ることができるのです。このことは生

産という錯覚をつくりだし、実際には本物の食物を消滅さ

態学的過程を通して、私たち人間と自然や地球との関係に
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のたねフェスでナヴダーニャ財団のオーガニックコットンストールを販売

おいて紛れもない事実であり、社会に対しても当てはまり

また、今ビタミン A 入りの遺伝子組み換えバナナの研

ます。今までの農業は単位面積当たりの収穫量を基準にし

究もされています。インドネシアで活動する私の仲間たち

ていましたが、現代の農業で作られる栄養分の少ない作物

は、企業が赤いバナナからビタミン A を抜き取り、遺伝

を考えたとき、収穫量ではなく、そこで生産される栄養量

子組み換えによってスーパーバナナを作り出していること

を基準として考えるべきです。私たちは多様性と生態学的

を見つけました。

過程を通して、1 エーカー当たりの栄養生産量について、

（詳細はナヴダーニャのウェブサイトに掲載

インド国内の農家と農場を研究することにしました。デー

http://www.navdanya.org/news/338-navdanya-launches-

タを全部共有することはできませんが、ナヴダーニャ農

no-to-gmo-bananas-campaign ）

場での研究結果についてお話ししたいと思います。混作

私たちには遺伝子組み換えされた大豆もバナナも必要あ

の場合、食物生産量は単作の 2 倍を超え、タンパク質は 4

りません。もちろんゴールデンライスも不要です。これら

倍を超えました。

は全て、単に遺伝子が操作されているということだけにと

先ほどヘレン博士のプレゼンテーションで、ビタミン

どまらず、私たちが本来持っている多様性の豊かさを理解

A 欠乏症対策用のゴールデンライスのスライドを皆さん

させないように、私たちの心まで操られてしまうというこ

はご覧になったと思いますが、混作した場合、作物に含ま

となのです。

れるカロチンの量は、単作の 8 倍を超えました。また鉄分
量は 3 倍を超えています。今、鉄分の不足が心配されてお

一人ひとりの選択が命を守る

り、インド女性の鉄欠乏症用に遺伝子組み換えバナナが導
入されようとしています。もともと鉄分を含まないバナナ
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ヘレン博士のプレゼンテーションでご覧になった通り、

に鉄分を入れようとしているのです。私たちは計算を行っ

環境保全型農業に答えがあると思います。遺伝子組み換え

た結果、今から 15 年たって実際に遺伝子組み換えバナナ

作物と産業的農業に解決策はありません。どんなところに

が成功したとしても、私たちが増やせる生物多様性よりま

も、単一文化ではなく多様性が必要です。種子の多様性、

だ 7,000% 効率が悪いということが分かりました。

土壌中の多様性、文化の多様性、嗜好の多様性、そして知

しこう

生命の根源である種を守るのは一人ひとりの選択から

のたねフェスの会場を回わるシヴァ博士

識体系の多様性と政治の多様性も必要です。

グローバル化は、これまで地球や地域経済を破壊し、そ

農業に従事していない人たちは、こう言うかもしれませ

して今、民主主義を根幹から揺るがし、文化を滅亡させつ

ん。「自分と種子にどのような関係があるのか」と。関連

つあります。文化とは、私たちが社会の一員としてどのよ

性のある第一の理由は、あなたの食べる物全てが種子から

うに暮らしていくかについての価値観を育む土壌です。私

始まっているからです。もし農薬まみれの食品を口にして、

たちが地球市民という意識を広げるためには、地域に即し

そこに遺伝子組み換え作物が使われているかどうかという

た経済活動を行っていく必要があります。それは、生きた

ことに関心を持たないならば、それはグローバル化した

経済、生きた民主主義、生きた文化を生み出すことなのです。

GMO 帝国をサポートしているという意味になります。逆

今日、皆さんは投票に行かれたと思います。しかし、私

に、あなた方が消費者のために、愛情を持って自家採種し

たちは日々の生活で毎日投票を行っているのです。何を選

た種子で作物を育てる農家の人々と意識的につながれば、

んで食べるか、一口食べるごとに、破壊をもたらすシステ

自然が元気になり、生産者が元気になり、あなたが健康に

ムと創造をもたらすシステム、いずれかに投票することに

なるシステムをサポートすることになるのです。その選択

なるのです。

は私たち消費者にあるのです。
私たちの多くは、遺伝子組み換え作物は要らないと言っ
てきました。しかし今度は、環太平洋戦略的経済連携協定

来年は国連において「土壌」がテーマの年です。来年は
私たちの健康の中に、種子と土壌との結び付きを見る機会
になるはずです。

（TPP）という名の新たな自由貿易協定が提案されていま

私たち一人ひとりが種子であり、生活の在り方一つ一つ

す。WTO が生命に対する所有権を生み出すために利用さ

に、人類が健康に暮らすことのできる未来の種子をまかな

れたとするならば、TPP と、その欧州版である環大西洋

ければなりません。

貿易投資パートナーシップ（TTIP）は、企業に人と同等
の権利を与え、逆に私たち人間から一市民である権利を奪
うことで、企業による最終的な支配を確立するために利用
されようとしています。
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Panel
discussion
パネルディスカッション
基調講演に続き、
パネルディスカッションが行われました。
司会は秀明インターナショナルのアリス・カニングハムが務め、
会場から寄せられた質問を基にお二人から意見を伺い、
より理解を深めることができました。

気候変動と産業的農業の関係

面に流れ出し、土壌浸食を起こします。
これらの事態を引き起こす原因を考えると、
これまでの産業

司会：

的農業から、
自然と調和した農業へ移行しなければならない

私たちは、気候変動の緩和を助け、農業その他の全ての

のは明らかです。環境に配慮した農業は、伝統的な農業で

問題を回復させ、環境へのダメージを軽減する手段として環

もあり、
これに従事する農家の人々は作物の生産現場で何

境保全型農業を提案しています。しかしながら、いまだ多く

が起こっているのかを認識しています。すなわち、環境の変

の人々は、産業的農業と気候変動の関係を認識していない

化にも敏感に対応できます。しかし、産業的農業は、圃場や

のではないでしょうか。日本を例に挙げますと、私たちは火山

その周囲の状況を確認する人間すらいないのです。環境保

の噴火や地震、津波を経験してきました。これらの災害は、
ま

全型農業を実践する農家は、圃場と自然環境の調和をもたら

さに気候変動が引き起こしたといえます。あらゆる災害の軽

す真の担い手なのです。

減に本気で取り組むため、私たちはどう理解するべきか、
もう
少し詳しく述べていただけますでしょうか。

消費者には何ができるか？

ヘレン博士：

司会：

産業的農業は多くの資源を必要とします。産業的農業に

先ほどお二人とも、消費者の意識やニーズが、生産者の農

不可欠な、化学肥料、農薬、殺虫剤、除草剤は全て石油や化

業生産スタイルを変えていくのではないかとおっしゃいました。

石燃料から作られ、結果的には大量の二酸化炭素を空気中

特に東京のような都市部に住む私たち消費者は、
日々の生活

に放出します。これらの大量投入が気候変動につながって

の中で何ができるのでしょうか？ 環境により配慮し、貢献してい

いるのです。

くためには、
どんな転換が必要でしょうか？

それに対し、環境保全型農業は空気中の二酸化炭素を
土壌に取り込み、土壌中の有機物質を増大させます。これ
が気候変動の緩和に貢献することになります。
産業的農業のもう一つの問題点として、単一栽培が非常
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シヴァ博士：

まず言いたいことは、人は誰もが皆、食べなければならない
ということです。そして、口にするものはどこかの誰かが育て

に多いことが挙げられます。これでは多様性が減少し、干ばつ

たものです。もし、あなたが食べ物を必要としているならば、

や洪水などの災害が起こった際、
自然の耐久性や回復力はほ

それは地球と自然の摂理に従って正しい方法で育てられた

ぼ失われます。例えば大雨の際、土壌が水を吸収できず表

食べ物であるべきで、
それのみが食べるにふさわしいのです。

それには、あなた方自身が、食のシステムをより向上させるた

家が適切な給料を得られないという現状は、消費者が農家に

めに貢献する一員となるべきです。都市の周囲を農家で囲

対して敬意を払っていないことを示しており、結果として、若い

む円を描き、都市部に供給できるだけの農作物が都市近郊

世代の農業離れを招きます。平均的な生活を送るためのお金

で生産されるのが理想です。

すら稼げないとすれば、誰が農業をやりたいと思うでしょうか。

私たち一人ひとりは地球に、農家にそして自分自身に対

私たちは環境問題から、気候変動、生産者の高齢化、経

し、農薬・化学肥料を使用して作られた作物や遺伝子組み

済問題まで、全てがつながっていることに気付くはずです。どれ

換え作物は絶対に口にしないと誓う必要があります。そうし

も単独で解決できるものではなく、包括的対応が必要です。安

ないと安全で質の良い食べ物は手に入らないのです。

全な食べ物、健康、良い環境そして安定した経済を手に入

ヘレン博士の生物多様性の損失に関するスライドで、大豆
の多様性が失われたグラフを見たとき、本当に心が痛みまし

れるための問題を解決したいならば、
これまでの考え方を転
換させる必要があります。

た。大豆はアジア原産の穀物であるにもかかわらず、
日本を
はじめ、
アジアの国々では大豆の供給をブラジルやアメリカ、
ア

自然と共存する生き方とは？

ルゼンチンからの遺伝子組み換え大豆の輸入に頼っている
のが現実です。

司会：

モンサント社は今、世界中で大豆の品種に特許を取得しよ

今のお話を聞いて、私たちの見えないところで掛かってい

うとしています。種子を取り戻すため、
アジアの一員として努

るコストが、長い目で見たときに、健康への影響も大きいことも

力すべきことは、大豆の多様性を守るシードバンクを作ること、

わかりました。そして、それ以上に私たち人間が存在するこ

そしてアジアの大豆需要を全て有機栽培で賄うようにするこ

の生態系への影響も非常に多大なものだということを感じま

とです。

す。先ほどのお話の中にも出てきましたが、
日本は食料を輸

全ての東京都民が「自分の健康を真っ先に手に入れたい。

入に頼っている国です。そんな生活パターンで暮らしている

同時に地球の健康も手に入れたい」
と声を上げることにより、

私たち日本人が、
これからどういう方向に向かわなければなら

地球にふさわしく、かつ私たちのニーズにもふさわしい価値あ

ないのかということを、あらためて考える時なのではないかと

る食料供給を促進できるのではないでしょうか。

思います。
その中でもヘレン博士は、未来に希望が持てるようなことを

ヘレン博士：

おっしゃっていました。今の状態を続けていたら、8 億人の人

もし消費者が、値段が高いことを理由に環境保全型農業

口は食べさせることはできないけれども、環境保全型農業に

で作られた作物を購入しないなら、農家は栄養素の高い作物

変えれば、栄養素の高い食料を供給することができると。そ

を生産しないでしょう。世の中には安い食品があふれていま

のための最初のステップとして、私たちが自然からかけ離れ

す。しかし、実際にはこれらの安い食品には、見えないコスト

た生活ではなく、
もう少し自然と共存するような生き方や生活

が多く含まれています。

を送るべきではないかと思うのですが、その点についてお二

それらの見えないコストを私たちは知らないうちに払わされ

人に聞いてみたいと思います。

ています。例として、水が汚染したら政府は水をきれいにする
ために税金を投入します。環境が汚染されたら、元通りにす
るために誰が多額のお金を支払うのでしょうか？ 最終的には
税金を通して、
あなた方全員が支払うことになるのです。

ヘレン博士：

都市部と農村地域を再びつなげることがとても重要だと
思います。地球が私たちにもたらしてくれているものは何でしょ

消費者が価値に見合った価格の支払いをためらうと、農家

うか？ 実際のところ、人々はどんどん加工食品を選択していま

は経済面で生活が成り立たず苦しみます。先日、
日本の農家

す。機械の上で同じように作られているただの「ジャンクフー

の平均年齢は 65 歳程度だと聞きました。10 年後、20 年後、

ド」です。でも人々はそれを便利で時間の短縮になると思っ

この国ではいったい誰が作物を育てるのでしょうか？

ています。

明らかに現在の食のシステムはどこか間違っています。農

しかし、人生において、食事の準備の時間を削ってまです

21

る大切なことは何なのでしょうか？ 人々の行動を問いただして

けないか、その理由を3 つ述べたいと思います。まず、私た

みる必要があるのではないでしょうか。

ちは自然の一部であり、
これは逃れることのできない事実で
あるということです。次に、
自然と共に働き、作業することで、
より高い生産性を上げられるということです。そして、
自然と

シヴァ博士：

皮肉なのは、
自然に依存していないと思う人であればある

調和することで、社会的調和も築けるのです。

ほど、実際は自然により依存しているということになります。な
ぜなら自然から離れてしまった分だけ、環境フットプリントは、

遺伝子組み換え作物について

増大するからです。環境フットプリントとは、人間がどれほど自
然環境に依存しているかを表す指標であり、
自然資源の消費

司会：

量を土地面積で表したものです。ですから、最初の一歩とし

世間では遺伝子組み換え作物のみが、世界の人々に食料

て、私たちは自然の一部なのだと認識することです。私たち

供給を行い、貧困から救うことが可能だといわれていますが、

は自然とつながっているのですから、
自然を傷つけるということ

それついてどう思いますか？

は、同時に私たち自身も傷つけられるわけです。殺虫剤をま
がん

を
けば、
自分たちが癌になるでしょう。ラウンドアップ（除草剤）
まくことで、土壌は死に、そして私たちの腸内にいる微生物も

人類史上、10 億の人々が常に飢餓に苦しむ例は、かつて

死に絶えます。たくさんの有益な生命体が失われていくので

ありませんでした。そして、飢餓に苦しむ人の半数が実は農

す。私たちが認識しているよりも多くの微生物が腸の中に生

家です。なぜ食料を生産する側が飢餓状態に陥るのでしょ

きているのです。私たちの腸の中は多様性の宝庫であり、全

うか？ それは、産業的農業では以前の 10 倍以上のコストが

生態系の縮図なのです。

掛かるからです。農家は農作物の収穫によって得た収入か

ここで私たちがなぜ自然を尊重し、意識を高めなければい
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シヴァ博士：

ら、新たな種子や化学肥料を購入し、機械の借金返済をしな

Panel discussion

パネルディスカッション

除草剤

殺虫成分を
作る遺伝子
を導入

遺伝子組み換え技術で生まれた害虫抵抗性作物
（左）
と除草剤耐性作物
（右）

ければなりません。農家は生産する側から化学肥料や機械
を消費する側に変わってしまったのです。

司会：

お二人とも言われたように、
目に見える症状、現状のみに対

産業的農業が食糧生産に支障を来たすもう一つの理由

応するのではなく、問題の根本を改善しなければ、
ただの一時

は、単一栽培に基づいていることです。産業的農業には存

しのぎにすぎないのではないでしょうか。では、遺伝子組み換

在しない多様性こそが、
より質の高い作物の生産をもたらし

え作物を食べ続けると、私たちの健康にどのような影響を及

てくれるのです。

ぼすのかについて、
シヴァ博士に詳しく話していただければと
思います。

ヘレン博士：

遺伝子組み換え技術にいえることは、表面的な問題だけを
捉えていることです。害虫の発生には殺虫機能を組み込む。

シヴァ博士：

遺伝子組み換え作物は大きく2 つに分類されます。1 つは

つまり、症状に対処するだけのものであって、問題を根本から

害虫抵抗性作物で殺虫作用があるBT（土壌微生物 バチル

解決するものではないのです。例として、穀物の害虫問題は、

ス・チューリンゲンシス）由来のタンパク質が植物に導入され

農業経済の発展によって生じた問題なので、単なる症状に対

て、各細胞が殺虫成分を生み出します。もう1 つは、
ラウンド

処するというだけでなく、問題の根底にある農業経済の面か

アップへの耐性を中心とした除草剤耐性です。BT の場合、

ら改善されなければなりません。遺伝子組み換え作物である

有害成分を生成するのは BTタンパク質によるものだけでな

ゴールデンライスは、栄養価を高めようと作られたものですが、

く、一緒に加えられている抗生物質耐性マーカー遺伝子とウ

表面的な症状を改善するだけの間違った方法です。失明の

イルス性のプロモーター遺伝子も影響しています。あらゆる

原因であるビタミンA の不足は食物の多様性の欠如からくる

遺伝子組み換え食品は、常にこの 3 つの遺伝子を含有してい

もので、根本的に解決するにはさまざまな食物を摂取すること

ます。BT については、体内で分解するといわれていますが、

が必要なのです。

実際には、妊娠中の女性の血液や胎児から検出されていま
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産業的農業とエコな農業のエネルギー値変化による比較
産業的農業の場合

10

1

エネルギーの投入

生産結果

自然に優しいエコな農業の場合

1

10-30

す。毒物を生成する遺伝子と有毒なタンパク質が代々受け

トは、
ミネラルを閉じ込めるという性質を持っており、
ミネラル

継がれていくのです。ブラジルで行われた調査で、
この BT

を拘束してしまうのです。ミネラルは、脳を適切に機能させる

による有害成分が赤血球を攻撃することが分かっています。

のに必要な神経伝達物質を生成する酵素を作り出す一翼を

抗生物質耐性マーカー遺伝子は、新たな遺伝子を注入して

担っているため、
ミネラルが拘束されることによってさまざまな

も、それが正しく吸収されたか分からないため、新たな遺伝子

問題が出てきます。アメリカの疾病予防管理センターによる

を吸収した細胞と吸収していない細胞とを区別するために組

と、子どもたちの間で自閉症が急速に増えている一番の理

み込まれており、抗生物質を使用すると、遺伝子を吸収した

由がこのためで、
アメリカではトウモロコシと大豆の 95% が遺

細胞は、抗生物質への耐性があるので生き残り、遺伝子を吸

伝子組み換えとなり、全国民がこれを食べることを余儀なくさ

収しなかった細胞は死滅します。これは、単に選別するため

れている状況下では、2050 年までにアメリカ全土の子どもの

のものですが、私たちの体に抗生物質への耐性を持った遺

半分が自閉症になると予測されています。

伝子が入るため、抗生物質が効かず、人体の健康にとって

皆さんが、
こうした事実をまったく知らない理由は 2 つありま

大きな脅威となっているのです。3 番目の遺伝子群は、遺伝

す。1 つ目は、企業が安全を宣言し、それに対し政府は独自

子発現を促進する、超強力毒性のウイルスです。私たちの胃

の評価を行っていないからです。2 つ目は、中立的立場の科

の中でウイルスと交雑して、
スーパーウイルスを生成する恐れ

学者がこうした影響に対する調査を行うたびに、業界から横

があります。SARS（重症急性呼吸器症候群）が流行したと

やりが入るからです。その例が、英国政府の委託を受けて

き、中国の科学者から、 動物が食べた遺伝子組み換え大豆

調査を行い、
ラットの脳や腸がダメージを受けることを証明し

が、その動物の胃腸の中でウイルスと混ざり合い、
スーパーウイ

たアーバッド・プースタイ博士や、臓器不全と悪性の腫 瘍を証

ルスになって人間に感染するようになったという報告を受けま

明したエリック・セラリーニ教授です。業界は、彼らの出版物

した。

が絶対に一般市民の手に渡らないよう対策を講じています。

しゅよう

もう一つの種類である除草剤耐性とは、
ラウンドアップ（グリ
ホサートが主成分）
という除草剤への耐性のことです。グリ
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司会：

ホサートも、BTと同様に体内で分解されません。アメリカ

先ほどヘレン博 士が発 表の中で、現 代の産 業 的 農 業で

では母乳からグリホサートが検出されており、おそらく日本で

は、品種は激減し、窒素使用量は膨大に増えており、本来自

も検出されているのではないかと思います。このグリホサー

然は、無くなったものを新たに生み出す力を持っているのに、
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持続可能な開発のための 3+1 の要因

社会

行政

ジェンダー
伝統

公平
伝統的な
食料の栽培
と宣伝
収入

社会

文化

住みよい
伝統的で多様な
土地利用の
認識

持続可能
回復力

土

水

経済

マーケティング

環境サービス
の評価

気候

環境

生物多様性

貿易

持続できる

その許容量をはるかに超えている状況だとおっしゃいました。

持続可能な環境保全型農業で

そのことについてもう少し詳しくお聞きしたいと思います。

世界の必要とする食糧を生産できる

ヘレン博士：

司会：

ご承知のように、光合成とは、太陽の光と水、二酸化炭素を

産業的農業というのは、化学肥料などを使うことによって必

使って、デンプンと糖、
タンパク質を作り出すことです。それが

要以上の窒素が空気中に放出してしまう。それほどのことが

植物の成長する過程なのです。つまり、太陽の光をしっかりと

分かっているにもかかわらず、移行が行われない現状です。

らえるため、少ないエネルギー量で作物を生産することができ

もしかしたら、世間が有機農業や自然農法など環境に配慮し

るのです。しかし、先ほど述べました通り、詳細な調査を行っ

た、持続可能な環境保全型農業に転換した場合、十分な収

た結果、現在のシステムでは 1カロリーを生み出すのに 10カ

穫量が得られないのではないかと危惧している人が多いので

ロリーも要するということが分かりました。また冊子「ワールド・

はないかと思います。その点について、詳しくお話ししていた

オーガニック・アグリカルチャー」では、有機農業において、そ

だけませんか。

のエネルギー消費は真逆であることも分かっています。環境
保全型農業システムでは、1カロリーを投入すれば、最低 3カ

ヘレン博士：

ロリーを得ることができ、おそらく最高で 30カロリーを生み出

自然 農 法や有 機 農 法などの持 続 可 能な農 法では、世 界

せるでしょう。それは自然が持つ能力をうまく利用しているか

が必要とする十分な食料を生産できないだろうという見方が

らです。炭素を大量に含有する土壌があれば、肥料を足す

付き物です。これは企業、特に肥料会社や種子・農薬会社

必要はありません。窒素肥料を大量に投入すると、その大半

が、
自身の製品を使用する農業システムを、政府担当者に推

が失われます。土壌から、空中、水中、海へと流れ出ていくの

進させるための単純な宣伝戦略にすぎません。つい先週も、

です。慣行農法システムは窒素の漏出が多い。だからこそ、

有機農業や持続可能な農業が、従来のレベルに近い水準ま

別のシステム、つまり環境保全型農業システムが必要なので

で生産できることを示す出版物が新たに発表されました。環

す。このシステムは、バクテリアを通して、あるいは、有機物質

境に配慮した農法と慣行農法の収量の差に着目した場合、

の分解により、
自ら窒素を生成する土壌の能力を維持することが

農作物だけでなく畜産による生産量もあるという事実に目を向

できます。

ければ、その差はだいたい 5% から8% 低下する程度ではな
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農業と食システムの移行：消費者の関与
生産性が高い

環境に
優しい
農業

現代の工業的
農業システム

生産性が低い

持続可能な
システム
への移行

固有種／
伝統的
システム

小規模農家／
低投入
システム

非持続可能

持続可能な農業への移行過程

持続可能

いでしょうか。これについても、業界の宣伝組織は、その差が

実際には、私たちの口にする食物を生産していないということ

25%、35%、場合によっては 50%と言うでしょう。しかしそれは、

を認識しなければなりません。そのシステムが生産している

ただ持続可能な農業もほぼ同じぐらい生産できるという現実

のは消費される食べ物のわずか 30% で、残りの 70%を生産

との大きな差を露呈するだけです。

しているのは小規模農家です。産業システムが生産してい

近年、干ばつや洪水に頻繁に見舞われる中、
アメリカでは

るものは、栄養素が少なく、毒性の多い作物です。こうした商

有機農業の収量が、慣行農法の収量を上回ることがデータに

品の大部分は家畜の飼料やバイオ燃料に使われ、人間の食

より証明されています。それは、環境に配慮した農法の方が、

物にはなりません。食物の 30%しか生産していないのに、土

耐久性があるからです。水が土壌に浸透し、降水量の少な

壌や水、生物多様性の 75%、そして排出される温室効果ガス

い乾燥した天候では土中にとどまるなど、持続可能な農業や

の 40%を、
この産業モデルが占めているのです。地球上で

自然農法を採用すれば、
まったく異なるシステムを手に入れる

水が減れば、肥沃な土壌も減ります。生物多様性が低下す

ことができます。

れば、気候がより不安定になり、食物も減ります。産業的農業

もう一つ忘れてはならないのは、大量浪費についてです。
先ほどプレゼンテーションの中でも説明したように、現在世界

が食料生産の根幹を破壊しつつあるのです。
過去 20 年間にわたるナヴダーニャの活動が明らかにして

では人類が本当に必要とする量の倍の生産量があります。

いるように、多様性に富み、かつ環境保全型の小規模農業を

それなのに、なぜこれ以上生産量を増やす必要があるので

行えば、1 エーカー当たりの栄養生産量が増えます。それは、

しょうか？ とりわけ先進国では食べ物があふれ、その半分が

土壌の養分が増し、植物が摂取する養分が増えることで、私

廃棄されています。私たちは、今目を覚まして、
どこで多くの

たちの身体が摂取する栄養も増えるからです。環境保全型

食べ物が必要とされているのかを考えなければならないので

農業であれば、私たちが必要とする量の倍の栄養を提供す

す。これを考えた場合、必要としているのは開発途上国であ

ることができます。そして、全ての人のために、
より身体に良

り、そこで持続可能な解決策を用いれば、先ほど紹介した事

い食べ物を生産するだけでなく、
より肥沃な土壌を作り、水質

例のように、何も投入することなく、収量を2 倍、3 倍、4 倍、場

も向上させることが可能です。生物多様性も向上させること

合によってはそれ以上に増やすことができます。

ができますし、そして何よりもまず、気候変動に対応することが
できます。単一栽培や化学物質を含んだ土壌では気候変動

シヴァ博士：

私たちはまず、食物を生産しているはずの産業システムが、
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に対応できません。進化し、適応できる多様性、そして、ヘレ
ン博士が先ほど述べたように、耐久性を持つことのできる炭
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素の豊富な土壌を持つことで対応できるのです。実際、皆さ

なぜ買うのか、その食べ物の価値にふさわしい金額を払おう

んが懸念すべきなのは、環境保全型農業への移行ではなく、

としているのか、商品パッケージの中身の正体は何なのか、
と

私たちの食べ物が、5 つの大企業が所有する4 つの作物だ

いう疑問を持って知識を得ようとする意識を高めるため、消費

ま

ひ

けになること、そして、気候問題や政治的問題で麻 痺する恐

者への教育や情報提供を充実させなければなりません。少

れのある長距離供給です。

し値段が高くても、
自然に即して生産された食べ物を買う方
が、実は安上がりになるということを知る必要があります。自

私たちの食生活を変えることができるか？

然に即して作られた作物は、慣行農法で作られた作物より水
分が 20% 少なく、栄養価も高く、その上長持ちします。正しい

司会：

お二人から、いかに私たちが栄養素のない食物に囲まれ、

選択をすれば、経済的にも得なのです。
忘れてはならない点がもう一つあります。農村を中心とした

そして一握りの企業が私たちの食を支配しているということを

昔の社会の在り方とは異なり、都市化が進んだ社会に暮らし

聞き、本当に恐ろしいことだと思います。ただ、今日の会議を聞

ている私たちは、現在の生産と消費のシステムを見直す必要が

いて、今は感銘を受けていても、帰りには普段通りの食生活に

あると思います。このシステムという視点で、食の問題に本気で

戻ってしまうのではないかという気がします。どうしたら私たち

取り組まなければ、解決を見いだすことはできないでしょう。

日本人が、根本から食生活を変えることができるのでしょうか？

一つの例として、農業生産者が消費者と直接触れ合う場
所、つまりファーマーズマーケットを増やす必要があります。農

シヴァ博士：

1 つ目は、
日本人の食生活はとても健康に良いものであり、

業生産者や農業組合が、
スーパーと同じように、
日常的に市
場にアクセスできる態勢を整えることが求められます。そして、

それを失ってはいけない、
ということです。2 つ目は、ヘレン博

持続可能な農業を広める重要性を考えるだけでなく、食の全

士が示した、大豆の多様性が失われたというデータを見て実

体的な仕組みについて考える必要があるのです。この仕組

感したのですが、
日本の全ての家庭が、遺伝子組み換えでな

みについて考えるところから、消費者と生産者の両方にとって

い大豆を栽培する農家と、それを自然な手法で加工する団体

役立つ新たな解決策を見いだし、
うまく循環させていくことが

などを探す必要があるということです。本物の食べ物を自分

できるはずです。

たちのために栽培してくれる農家を支援していれば、
もしくは、

この問題について最後にお話ししたいことは、消費者が、
自

あなたが本物の作物を育てている農家であれば、それは、土

然に即した持続可能な方法で生産された農作物や加工食品

壌と水、生物多様性を保護していることになります。そして気

を高いと考えていることです。確かに、ニンジン100グラム当

候も守り、あなた方に健康を与えてくれているのです。このよ

たりの価格は高いかもしれません。でもその分、水分が少な

うに環境保全型農業を行う農家の人々は、かかりつけの医者

く、栄養価は高いです。そしてもう一つ重要なことは、食品廃

と同じです。医者に多額のお金を払うことを厭わないのであ

棄物を減らすことです。先ほどスクリーンで統計をお見せし

れば、
もう少し手厚く農家の人々を支援することで、
日本の農

ましたが、買い過ぎて食べ切れないため、平均でアメリカでは

業が今後も本物の食べ物を供給し続け、そして次世代の農

50%、
イギリスでは 40%、
そして日本では 30% の食料が廃棄さ

家の人々も、
この美しい国土と美しい文化を大切にし続けるこ

れています。そろそろ食べ物の無駄を無くし、少し高いお金

とができるという事実について、ぜひ考えてみてください。

を出してでも質の高い食料を選ぼうではありませんか。

ヘレン博士：

司会：

食の問題に対する解決は、消費者の手に委ねられている
と強く感じます。自分が何を買い、何を食べているのか、
また、

私たちは今、食物の価値観を考え直さなければならないの
かもしれません。粗悪な食べ物は、生産過程で空気や水を汚
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し公害を発生させ環境を汚染します。そして払った金額の

そして将来、若者たちの居場所が無くなってしまうモデルで

倍以上の額が「税金」
という形で私たち自身に返ってくるので

す。その結果、次の若い世代は、経済に対する権利を失うこ

す。安さを重視するよりも、栄養価の高く、環境にとっても良い

とになります。この仕組みの中では、資本が絶対で支配的な

食べ物を選ぶべきだと思います。そして、消費者が鍵である

立場にあり、人間は単なる労働力、
自然は単なる資源として投

とヘレン博士が言われました。食物はスーパーでしか買えな

入する材料にすぎないと信じ込まされています。私たちは意

いと思いがちですが、CSA（地域支援型農業）のように消費

識を転換させ、
自然と人間が調和し合い、健康的な食料を創り

者が生産者をサポートするような仕組みを利用したり、
この会

出す重要な担い手であることを認識しなければなりません。

議と並行して開催しているオーガニックマーケット
「のたねフェ

多くの若者が世界中で失業の問題に直面するこの時代に

ス」のような場所に率先して行ったりして、広がることによって

こそ、若者がリーダーシップを発揮し、地球と人間、そして未

多くの人が農家から直接農産物を買える機会が増えるので

来のために、新しい観点で食料経済を創り上げてほしいの

はないでしょうか。若い世代や女性も含め私たち一般の消

です。私たちは、生産過程で投入される資材ではなく、経済

費者には何ができるのか、お二人から力強いメッセージを頂き

活動の成果です。私たちの幸福、健康、地域社会における

たいと思います。

連帯そして団結は、健全な食料経済の結果なのです。主婦
オイコス

の方々は、「o ikos」（ギリシャ語で「家」）の本来の意味に立
ヘレン博士：

ち返るとするならば、食べ物と経済、幸福、愛そして思いやり

私が提案したいのは、消費者である家庭の夫と妻の両方

の「エキスパート」なのです。病に倒れ、悲惨で不幸になるの

が、普段の食事の支度を習慣にすることです。つまり、家族

ではなく、健康で幸せな真の豊かさを実現できるよう、家族や

全員が料理に興味を持つようにすることです。車でファスト

社会の全ての人々が気遣い、互いに分け与える文化を広め

フード店に立ち寄り、簡単に食事を済ませるような利便性や

る必要があります。

経済面を重視した生活により、私たちは数多くの大切なものを

経済の持つ力がいかに破壊的であるかを目の当たりにする

失ってきたと感じます。食事は文化です。本来の食文化を取

と、将来を悲観的に捉えてしまうこともあるでしょう。しかし、私

り戻す一つの方法は、農業生産者と手を組む消費者グルー

たちはそれをより良い世界を創造する力に変えることができる

プをどんどん作っていくことであると思います。

のです。そして私たち一人ひとりがその役割を担うのです。

消費者が経済的なリスクを負う、
または、農業者とリスクを

この世の中に人を使い捨てるようなことがあってはならず、
ま

分担するCSAを皆さんご存じだと思います。消費者が決め

た必要のない人間など誰一人おりません。誰もが世界の中

られた金額を支払う代わりに、農産物を受け取る契約を結び

心にいる主役で、その世界を形作ることが私たちの手に委ね

ます。豊作ならばたくさん受け取ることができますが、凶作の

られているのです。食物は、単に消費される商品ではありま

ときは少ししか受け取れません。消費者が生産過程のリスク

せん。生命の網（ウェブ・オブ・ライフ）、つまり全ての生命は

を分担し、消費と生産のシステムを担うのです。皆さんお分か

つながっているのです。その生命の網の中には、農業生産

りだと思いますが、私たちの未来のために、
どのような道を歩

者、土壌、花粉を運ぶ昆虫、太陽、そして私たちの祖先から受

むべきか、友人や家族など身近な人と話しましょう。

け継がれた知恵など全てが宿り、それは未来への贈り物な
のです。

シヴァ博士：

現在の非常にゆがんだ食料経済 ( 食料の生産・流通・消

かかっています。一人ひとりがこの素晴らしい地球、大自然

費に関わる経済的側面 ) は、
これまでのゆがんだ経済モデル

の家族の一員であるという意識を持って行動することが、未

がもたらした結果です。この経済モデルは、社会の重要な担

来を耕しつくっていくのです。

い手である女性たちを片隅に押し込めてしまうモデルです。
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若者こそ未来であり、そして未来は若い皆さん方の手に

Panel discussion

パネルディスカッション

司会：

ヘレン博士、そしてシヴァ博士、
ありがとうございました。今
日は素晴らしいお話を聞かせていただきました。

私たちには選択する権利があるのです。私たちが食のシス
テムを変えていく力を持っていて、そのきっかけになれるので
す。今日は「私たち一人ひとりが種」だとお聞きしました。そ

この資本主義の食の在り方を、
もう一度見つめ直す必要が

の種として素晴らしく成長していかなければならないと思いま

あることを痛切に感じています。ヘレン博士も言われたように、

す。決して遺伝子組み換えのような種にはなりたくありません。

まず家庭の中から始めるべきではないでしょうか。今、家庭で

私たちが何を選択し何を食べるかが未来を決めるのではな

は家族そろって食事をすることが減っていると聞きます。私た

いでしょうか。今日から、食の選択を変え、着る服を天然素材

ち一人ひとりが食を見つめ直し、体に良く栄養素の高い食べ

のものに変えていくなど、少しずつでも変えていくこと、
シフトし

物に意識を向けることが大切です。シヴァ博士が言われたよ

ていくことが、希望あふれる未来への第一歩になると思います。

うに、一口一口が生命を育むか、破壊するかの投票であり、

ナヴダーニャ農場の小麦畑
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「ヴァンダナ・シヴァの
いのちの種を抱きしめて with 辻信一」上映
～ ゆっくり小学校課外授業

ヴァンダナ・シヴァ博士、ハンス・ルドルフ・ヘレン博士の講演会の前に、
スローシネマ「ヴァンダナ・シヴァのいのちの種を抱きしめて with 辻信一」
を上映。その後、この映画の監督・プロデューサーである辻信一さんと、同じ
くプロデューサーの上野宗則さんによる「ゆっくり小学校課外授業」を行いま
した。
「ゆっくり小学校：スロースモールスクール」とは、イギリスの思想家、サ
ティシュ・クマールさんの「シューマッハー・カレッジ」に倣い、2014 年 6 月
に立ち上げられた、ホリスティック思想や環境哲学を学ぶ、大人のための小学
校です。今回の課外授業では、映画の内容を振り返りながら、シヴァ博士のメッ
セージを分かりやすく解説していただき、現代の経済優先の価値観ではなく、心の
大切さ、ゆっくりとした生き方の大切さを楽しく学ばせていただきました。
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●ナマケモノ DVD ブックラインナップ

今回上映した映画について
今回上映したドキュメンタリー映画
「ヴァンダナ・シヴァのいのちの種を抱きしめて with
辻信一」
はナマケモノ DVD ブックとして販売されており、本作はシリーズの 4 作目。シリー
ズはアジアの叡智をテーマに、インタビューを中心として構成されており、エコロジー思想
を理解、実践する上において良いアイデアを提供してくれる作品である。

http://www.sloth.gr.jp/
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