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TPPによる食の支配

遺伝子組み換え問題を中心に
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TPPはグローパルなモンサント救済法

今今、モンサントなどの遺伝子組み換え企業（種子企業＆農薬企業）はビジネス

モデルの崩壊で苦境にあるロ世界からの反発も強まる一方。

v知的所有権を強めて、遺伝子組み換え企業の独占を保証し、ビジネスチャンス

を広げるの市町'PP

「生命への特許J という怪しい狭義を世界に押Lつける‘凶UPOV1991年条

約→wro、TR!l'S協定→・TPP

・種子は種子企業から買わなければならない、農民の種子の権利を奪ラ

・種子市場の日割以上、農薬の7割以上を遺伝子組み換え企業日社が独占

か国家の主権放棄＝食品表示の制限、国際作業部会への権限委譲、検疫の簡略化

／ 

TPPは何をもたらすか？

ゃ TPPは危 機に陥 っ た遺伝 子 組み換 え 企業な ど の多国 籍 企

業を救済し、その延命のために使われる

。TPPは農民のもーっとも基本的な権利を奪い、グローバル
に農業生産を多国籍企業の支配下伝置く道具となる

予他の先進国とは逆にGMO、抗生物質にまみれた食の割

合が大きくなる。

窮地に陥るGM企業

ゃ広がらない耕作国…20年間にわたり、米国政府は世界の政府に遺

伝子組み換え作物の耕作を押しつけようとしたが、耕作する留はわず

か28カ国。

ゃ禁止国は増える→方…38カ国以上。市場は広がらず；規制の清が

高まるばかり。

ゃ耕作固でち離反が増える…7）レキi'7i，＇／ はGM禁.!l:へ、モンサ

ントの賠償請求へ、インドもBtコットンの減作中、フィリピン、ポル

トガルで、も減る。米国でも2015年初めてGMコーンの栽培面積が減少



GMビジネスモデ、ルの崩壊

争モンサントの農薬ラウンドアップ（グリホサ』ト）が効果

減少。ラウンドアップはモンサントのビジネスモデル。こ

の農薬を独占的に売るために遺伝子組み換えを隠発したと

いわれるほど。 「ラウンドアップ。で雑草管理が不要になる」

→耐性雑草が茂り、効力減少→ジカンノf、2,4-D混合農薬し

で技術の延命へ（しかし、承認されず）

令害虫抵抗性（Bt毒素）も効力減少。スーパーワームの出

現。 「GMあれば殺虫剤いらない」→害虫で全滅するケース

遺伝子組み換えに対する拒否の高まり

ゃ米国33の州で遺伝子組み換え食品表示を求める動き、 Non心MO市

場、有機食品市場の急激な拡大

4 遺伝子組み換え実験場にされたハワイでGMO禁止に向けた動き

ぉアルゼ•：；.，.チン、モンサント種子工場建設を3年間座り込みで、追い出ず

争インド、 Btコットン減少へ。 GMマスタードに反対する動き

令フィリピン最高裁が遺伝子組み換え承認手続きを不適当、承認停止（現

在は復活）

9 国際的な連携へ→モンサント国際法廷（10月14日～16日）

；乙

・シポスト・ラウンドアップの製品（モンサント：ジカンバ混合

農薬耐性遺伝子組み換えRoundupReady 2 Xtend、ダウ・

ケミカル： 2，ιD混合農薬耐性遺伝子組み換え Enlist

Duo）、中国政府が承認しない

今日本政府は2012年（ダウ・ケミカル）、 2013年（モンサン

トJに承認済み、米国は201'1年、 J01$年にようやく本認

ゃ輸出国がすべて承認しなければ生産に移れない Iシンジヱン

タの集団訴訟J0 Lかし、今年、モシサントは見切り発事

令巨大な開発費を回収するのに各国の承認に何年もかかる

バイオテク企業のロビー団体BIOの
米国通商代表部への要求

ゃ 2009年3月11日にバイオ

テク企業1200社以上が加

盟するロビー団体（日本

の製薬企業な♂も加盟）；
が米国通商代表部に要求

を出している。

BIOはBiote品nolo田’Ind出町白百回ization、
設にBiotecluwlogyIrmo四国onO弔血izationと

改名
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Bl（）の要求内容

1.τ'PPにおけるバイオテクノロジー農業産物（作物・動物）は既容の国

際的義務（つまりバイオテク企業のロビーの産物）に従い、米国との

貿易に際して過度な制約を課きないこと

2.食品表示はその製品が栄養的に大きく変わった、あるいは他の健康上

関わる性質（アレルギー、毒性や成分）に変更があった時のみに必要

とすること（GMOは従来のものと「実質的同等」なので表示不可｝

ヨ司輸入国が承認しておらず、輸出国では認められている遺伝子組み換え

が食料や飼料で低いレベルで検出された場合については科学に基づく、

リスクに焦点をあてた規制をサポートすること。こうした規制はコー

デックス委員会のガイダンスに準拠させること

8.UPOV1991年条約を批准すること

9.遺伝子操作に関する情報開示を義務付ける国が太平洋

には何カ国があるが、こうした情報開示は特許を脅かす

のでこうした義務を課さないようにすること

10.遺伝子組み換え植物と遺伝子組み換え動物の特許は

米国のものに準拠すること

つ::, 

ιすでに承認された品種同士を掛け合わせたスタック系統には新

たな承認過程を設けないこと（掛け合わせで生じるリスクは無視

せよ。無限に組み合わせで新品種が無承認で、作れるようになる）

三カルタヘナ生物多様性条約のような匝際会議での進展に同意す

ること（個々の政府での承認に金と時間をかけた《ない）

6.バイオ寺三タ農業産品の貿易中断につながりうるケースの場台は

貿易に影響が出る前に米国政府に事前に相談すること

7 .. rt，（ オテタ技術製品に関ずる知的所有権の保護（長期の時聞が

承認に取られるので、市場での販売承認が得られてから10年間は

データ保護が必要で、あること

何が問題か？

φ 危機にあるGM企業＝種子・農薬企業の延命

命生命の特許によるGlVJ:＇.企業による食の生産支配

(UPOV1991年条約）、農民の狙罪化

令農業多樹生カ鴻蹴（気候変動や環境変化に耐えられない、

種の絶滅につながる）



GMOは氷山の一角
匂遺伝子組み換えは世界の農場の

わずか12%。

・:・ GM企業は元は農薬企業＝戦争

で爆薬・生物兵器作っていた企

業。

坐農薬の売りょげ独占が遺伝子組

み換fしを開発した動機

子 GMOとネオニコ問題も同じ。

GM企業がネオニコ農薬を作

る。 GMO種子もネオニコ農薬

でコーテイングする

4 

種子＠ 農薬市場の独占

2011年の積子市樋シヱア 2011年の鹿ヨ良市喝シェア

令世界の種子市場の約担割弱、農薬の8割弱が6つの遺伝子組み換え

企業が握っている。急速に種子企業を買収

ゃ化学肥料や農薬なしには使えない農業へ→「種子の自由」を求める

運動による対抗運動

米国の独断ルール 「生命への特許」が世界佑＝TPP

令 1971年、米国で加工された細菌に特許が認められる

（微生物の特許から植物、動物の特許、つまり生命を

企業が独占する己ーとか官、められた）

令バイオテクノロジー企業が特許を通ピて、
乗り出すことが可能に。

生命の支配に

ゃ UPOV1991+WTO-TRIDS+GMロイヤルティ＝TPP



「自由貿易」という名の生命の支配

ゃ τRIPS(Trad守 RelatedAspects Intellectual Property Rights）知的

所有権の貿易関連の側面に関する協定…生物特許による開発者

の排他的な利用権を認める。 WTO交渉をJllieて1994年に成立。

争 UPOV(Union internationale pour la protection des obtentions 

vegetates）植物の新品種の保護に関する国際条約。植物の新品積

の保護に関する国際条約。 1961年以来何度も改訂され、 1991年

版は種子企業に最も強力な権力を認め、農民の種子の権利を否

定する

「モンサント法案」との闘い

今自由貿易協定によりUPOV条約加

盟が義務付けられたラテンアメリ

カ、アフリカなどの国ぐにで、続々

と農民の種子の権利を否定し、

種子の保存、共有を犯罪として、

種子の毎年の購入を義務付ける

通称 fモンサシト法案j が登場。

今各国で激しい闘いとなっている。

t 

種子の保存、共有が犯罪に

。次の耕作のために一部の収穫を保在すること（農民の営みのー

部）を犯罪とする。政府に登録された種子以外の利用は禁止さ

れ、毎年、登録された種子を貿うことが義務付砂られる。

やナジア、アフリカ、ラテシアメリカの小農民の多くは種子を自

分で採取し、保存、共有する農業を続ける。 70～c80%の種子が

「農民の種子J。種子企業から購入していない。

ゃ農民間士が交換して多様な種子を守る備虫害や気候の変佑から守る知

恵）。

ラテンアメリカでの「モンサント法案」

や 2012年3月、メキシコ、廃案

・> 2013年8丹、コロンピア、 「モンサント

法J施行に全土ストライキ。 2年間凍結

,. 2013年、コスタリカ、中米自由貿易協

定、DPov，条約反対運動、 GM07リー

宣言へ

' 2oi4年3用、チリ、廃案

や zog年6月予グアアマヲ、議会承認、 9
月、憲法裁判所、憲法違反判決

守 2014年1日目、ベネズエヲ、モンサント

法案禁止する法制定、 GMO種子も禁止

' 2016年アルゼンチン種子法改悪案

定豆室主豆霊彊副・・.. 理豆昌三

種子印私物化（Privatization）にNo!



2016年1月22日

TPPとモンサント法

チリーアルゼンチンーペルー

3カ国行進

生命への特許はおかしい

3・2013年6月、ドイツ連邦議会、特許法改正し、動植物特

許、種子、精子、卵子、症の特許を禁止した。

長 201$年6月、米国最高裁、人聞の遺伝子に特許を禁忌
（医療開発のコストを下げるため）。

令自然は共有資源、共有知ロコモンズ。私企業が独占すベ

きではない。

/, 

狙われるフロンティア、アフリカ

キ GBNew A且iance、B出 Gates& 

Melinda Foundation、世銀

ゥ 201在年7月、アフリカ17カ国が加

盟するアフリカ知的財産機関

（！｝，仕icanIntellectual Prnp~rty 

Organizatjon）かtuPov1991条約
署名→加盟国へ圧力

ゃ 2014ガーナでモンサント法案

ゃ 2016ケニア、ナイジエリアで

GMOの押しつけ

ガーナで反モンサント法案

もう lつの国際条約

ーTheInternational T，回a句Fon Plant 
Gene世cResources for Food四 d
Agriculture (ITPGRFA）食料及び農業

"' 

のための植物遺伝資源に関する国際条 師

約。農民の権利についての唯一の国際
条約，－，w,@v1<l9i年条約 ω 

。暖昧だが農民の権利を守る j？の1慰処一
になる。 制

白日本は田ov条約もこの条約も署名。

農民O)j訪日か種子企業の知的所有権か、

その矛盾には政府は陵昧な対応

調 lFl'.I¥'／号巧



栽培されているGMO作物の内訳

国

大豆、トウモロコシだ

けで全体の8割以上

大豆、トウモロコシ、

コットン、ナタネの4

つの作物合計で99%を

占める。

旦盟旦星J,,ubllo,ttoos/briefs円 llin臼間同血且血1filn翠

主；

世界でのGMO耕作実態

拡大するGMOフリーゾーン

7 
国単位のGMO規制ではないが、自治体単位で遺伝子組み換え耕作禁止する

自治体は米国にも10自治体、 EUには4,713など増えている。個人レベルのゾーンも


