
実は恐ろしい遺伝子組み換え木

今寒冷地帯でも植えられたり、より早く成長する遺伝子組

み換えユ」カリが開発された。

や4年間で、伐採できるように早く育つユ｝カリ。水資源に

深刻な被害をもたらす可能性高い。

や除草剤以外に花粉が蜂などに大きな影響を与える。

令遺伝子組み換え農業よりも遺伝子組み換え林業は生態

系に大きな影響を与える可能性あり。

遺伝子組み換えは生産性を上げない

ゃ Unionof Concerned 
Scientistsは除草剤耐性大

豆、トウモロコシとも生

産性向上しないと結論（右

はそのレポート）。

令米国科学アカデミーも

2,016年5月発表の報告書

で生産性向上がないこと

を認めた。
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ターミネーター技術（自殺種子）

ゃ種子が発芽する時に死んでしまうように遺伝子組み換えしたター

ミネーター技術。必ず種子を貿わないといけなくさせる（「遺

伝子組み換えが勝手に広がらないようにするため」）。

念それが他の植物に転移しでしまえば生態系が死滅する？

やモラルに反するとしで国際的なモラトリアム｛禁止）が成立じ

1'." ，.，るが、合法化に向けた動きはプラジルなどで動いている（モ
ンサントの弁護士が法案書く。日本モシサント社は一切、考え

ていないと嘘のWebページを掲示している）

生産性が上がったという神話

大豆とコメの生産性の推移

出典Conab



つ気候変動の原因はブラジ、ノレでのNon-GMO/GJ¥,fの収穫高

土地使F司の変更
と殺体伐擁
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食料金産と気候変動

廃棄ト拍

食料生産と気候聖動の忘宇れられたリンク
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農業生産
11～・15% 

守食の生産から流通

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%

に達するという見

方も。

令食のシステムの工

業化に大きな問題
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大豆の収穫高の違い
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大豆の利益高の違い

持続不可能な工業型農業

Centro de Estudos Avan,ados em Eco即 miaAplicada -ESALQ/USPサンパウロ大学

農業と気候変動
珊

四

護軍宥霞ざ

国

ゃ従来農業は太陽光を使って、無か

らエネルギーを生む行為。

しかし、米国では機械・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、乙790calを消費（づまり10倍以

上のエネルギ」を消費。右図）

これで、はバイオ燃料は無意味。未

来の世代に負債を残す。
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商産車と航空器、自動車、韓道の長支変動ガス排出量

hlto ＇／叩岡山， h，………目印刷.，

〉牧草地はCO2を膨大に土壌

に吸収する。でも牧草地で

はなく、遺伝子組み換え大

豆、トウモロコシを混合さ

せた飼料で育てるファクト

リー・ 77ーミングは大量

のメタシガスを作り出す。

その算出する温室効果ガス

は世界の交通機関の排出力、

スすべてよりも大きい。



大気中のCO2を土壌ヘ

ゆ大気中のCO2を光合成で吸

収し、根から炭水化物が分

泌される。その炭水化物を

めぎして、土壌細菌がやっ

てくる。

φ その土壌細菌は根かち分泌

される炭水化物を吸収し、

代わりに植物lこ窒素やミネ

ラJレなどの栄養分を提供す

る
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報提ミみラ1ジ
ゃ土君主の中に炭素が安全に蓄

えられる。
炭素が次の世代の土壌の豊かさを作る

パラダ：イムシフトが必要

。%

エキサレギー効率

（獲得・損失）／獲得エネルギー

lOOhaの土地で生きられる人の数

ただし、地獄やケースによって

大吉く異なる

命のエネルギーを生み出すサイクル

ゐ光合成とは地球のミネラルとの交換作

用でもある。このおかげで生物はミネ

ラルを効果的に得ることができる。

令光合成の働吉で蓄えられた炭素は土壌

細菌ぬ｛動きで土中fd固定される。

’・土壌有機質の発達で洪水κも流れιく

く、干ばつにも水分を保ち、強くなる。

令農薬や化学肥料はこのサイクルを阻害

する



国境を越えた連帯ヘ！

A soja de Mato Grosso do Sul 
tern sangue de crian苧asindigenas. 

Nao compre! Nao coma! 

、遺伝子組み換え大豆が南

米の先住民族を追い詰め

ているロ先住民族支援組

織は大豆を貿うなという

叫び。

や自分の体を守る己とと南

米の先住民族との連帯は

両立する！

φ 英国のスーパ－W；回出s~

は南米からの大豆をヨー

ロッパ産大豆に変更する

と表明。
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世界のコンセンサスは家族農業とアグロエコロジー

ゃ工業型大規模企業農業を推進してきたFAOも2008年の世

界食料危機を機に転換し、家族農業の推進に舵を切る

2014年世界家族農業年

令 2014年9周には生態系の方を生かじ、農民の伝統的な知
恵と科学を生かすデグロエヨロジーζそ解決策だ＇／：じで

世界的に推進を決定
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アグロエコロジーとは？

今生態系の力を生かし、小規模農民のコミュニティの伝統

と力と科学の力を活用した農業

会工業型農業（農薬・化学肥料など）による破壊に対して、

土壌や水を守り、環境、雇用を守るものとしてラテンア

メリカで発展、現在はアフリカやEUでも大きく広がりつ

つある。インドやフィリピンでおも。

ゃ LaVia C出npesina、IFOAMなどの農民組織、国際環境団

体、社会開発団体が賛同し、大きな潮流となったロ

日友政府もアグロエコロジーに賛同

ユ？

生産性の高さと持続性の高さの両立
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しかし、

知山出
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おかしな企業農業推進

「強い農業」、輸出志向企業型農業は前世組的な古いイデオロ

ギー。先進国で現在中心農業政策として掲げているところはない。

米国やフランスのような農業大国も家族農業を重視している。し

かし、日本政府はあくまで企業農業推進で凝り固まっている。

争農水省のアグロエコロジーの捉え方は「2020年オリ・バラ東京穴

会を見据えぜオHガニ、,j，.クやエコ農産物ーへの需要の高まりやデー

ム1に対応するための、従来の有機農業を fセンスァ、yr」させ
るための商品プランドで、しかない（良氷告：軍事境保全型農業センスアップ戦明開
会～アグロエコロジーな社会をデザインする～hnp,//m叫 maff.go.jplj／盟国n/kan旬。／h。z四 type/

＂＂田 np.html)



今は企業農業推進はどこも言わない

令企業型大規模農業経営は単位面積あたりの生産性は低

い。これを増やしていくと世界的な食料危機が再び起き

るため、 FAQ（国連肢界食糧農業機構）などは小規模

家族農業推進に転換した。

＋じかL、日本政府からは吋釦ョ農業」 「農業への企業

参入」しか聞こえてこない。これでは確実に破綻する。

。日本の常識＝世界の非常識
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争この20年で米国では遺伝子組み

換え種子の値段は305%上昇。

令しかし、作物は31%とほとん～ど、

上がっていない。

令農民には何のメリット？ 小規
模農民は離農し、土地が集中

ウオール・ストリート・ジャーナノレ

「モンサント買収の背景、遺伝子組み換え作物に

逆風J2016年9月15日
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補助金なしでは生産できない

r米国でのコーン生産は採

算が取れていないD 補助

金がなければ続かない図

。世界に余剰j農産物を売り

つける米国の世界戦略が

今後、変わらざるをえな
くなる（安保体制とも直

結する問題）。

－気候変動を引吉起こす化

石燃料消費型（農薬も化

学肥料も化石燃料が原料）

農業で、持続できない。

＂轟＂＂＇ 1, c,nnl'山Ul/f,l'ro印刷叩

とさE竺盟主f竺三竺虫色五」

米国でのコーン生産コスト赤と価格

hlln:/ /www.molherinn…m／’n.,imnmPnl川 1t'i/10/ trumu-funne四

危機をさらに悪化するTPP、工業型農業

ゃ工業型農業は世界の農民を破産させ、環境を破壊してきた。農民
は離農が増えるも、世界の農地の3割ほどしか持たない小規模農
民が世界の7割jの食を作り続けている。米国型工業型農業は効率
悪し補助金なしには成立しない

令官Pは終霧Jを迎えるlペき工業型農業、なかでも遺伝寺子組み換え農

業を危機から救い、現在の危機をさらに深刻にじよ受ιするもの

4・τ'PP、工業型農業推進ではなく、小規模家族農業長基すく環境の

カを活用したアグロエコロジー推進に舵を切らなければ、大きな
食料危機、気候変動による農業生産の激減を迎えてしまう。



禁止することを禁止するTPP

t 科学的に危険であるこ Eが立証できない限り、禁止できない。買収

済みの科学者が多数いるロマスコミにも絶大な力を持つ

ゃ新しい規制や法律、 GMO禁止などが困難に宇設置される国際作業部

会が調整（ロビーは強く、市民には速し主権も直接及ばないとこ

ろが実質を決めていく可能性。それに逆らえなくなる？）

キ規制jに動りば1SDS発動。日本政府は従順だから規制に動こうともし

ないだろう。ますます多悶籍企業に従順になる。

令危険が高まるGMO作物。しかし検査は簡略化。検疫で止められない

食の不要な人は一人もいない

。農業の意味をGDPを占める割合で判断すべきではない。食べないで生き

られる人は一人もおらず；慢性疾患にひとたび陥れば、その当人にも社

会にも大きな負荷になる。慢性疾患を抱える人の支援とともに、すべて

の人にいかに栄養のある安全な食を生産・分闘できるかという見地から

食の政策を根本的に混在の日本政府の政策から変えることが急務である。

ゃ7ヲジルで、は反飢餓キヤンペ｝ンからめざすdき栄養政策が作られた。

飢餓がなくせればいいのではなく、健康に生きられる栄養を確保するこ
とが今、焦点になっている目

。企業的利益を最優先するTI'Pは食の企業支配を加速し、気候変動を加速

し、健康被害、環境破壊を加速する。 TPPは世界を危険にする。
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多国籍企業と人権に関する国際条約

ゃ国連人権委員会で新しい多国籍企業と人権に関する国

際条約が作られている（p巳op！巴P"'

官闇ly10月i!9日htゆ：II、vπ刊 品εi.oq:lnews/p巴opleトP。wee－一pavesド1回yk曹a町r.f，。x一pecipleト~ght' ） 

争多国籍企業は：TIPが成立すれば思いのまま、ますます世

界の人権や環境を脅かす。

＆こうした条約を活用することこそが今、緊急課題

食は職と未来を作る

b 工業型大規模農業に比べ、家族農業ははるかに多くの職を提

供する。食は職を作り出す。

令アグロエコロジー（有機）農業は気候変動を緩和し、土壌の

喪失、飢餓、難民化をも防ぐことができる。人びとの安全保

障に貢献できる。三世界の危機から守る。実に膨大な意義を有

する D

令世界のコンセンザスとなりつつある環境を守るプグロエコロ

ジー（有機）農業の促進において、日本は独特の有機農業技

術を豊富に持ち、世界的に大きな貢献が可能で、ある。



フォローアップ

。ォルター・トレード・ジャパン政策室~

alter廿ade.jp/alternative// 

令 Faq~bookh社。自：／／www.facebook.com/InvakuTomova

今 Twi性：erh世間：／／twi仕er.mmJ_tomo naga 

ゃ『遺伝子組み換えルーレット』公式サイト

加 p:/ / geneticroule枕e:net/

令本日の資料ダウンロード htゆ：／/bit.ly / tppikenlll 4 
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