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1．はじめに

　種子は「農業の生命線」であり，「食の根幹」であり，し
たがって「すべての生命の源」である．その種子の帰属
をめぐって激しい攻防が続いている．人類の歴史ととも
に世界各地の多様な生態系の中で育まれてきた多様な作
物品種は，それ自体が生物的多様性と文化的多様性を体
現している．その担い手であり続けてきた各地の農民及
び農村コミュニティの手を離れ，種子は今や知的財産と
してバーチャルに私的所有可能で，情報財としてグロー
バルに取引可能な商品に転化している．各地の種子企業
を買収して主要作物の遺伝資源を囲い込むとともに，知
的所有権の拡大・強化と緩やかな規制制度の庇護の下で
GM 技術を開発し，その成果を独占的に掌握する巨大多
国籍企業によって，世界の種子市場（フォーマル市場）
は急速に寡占化が進んでいる．さらに近年，これら多国
籍企業の照準はインフォーマル市場にも向けられてお
り，伝統的に続けられてきた（したがって作物品種多様
性の源泉ともなってきた）農家の自家採種や農家間の種
子交換を「違法化」する動きが強まっている．また，世
界食料安全保障政策の名の下に官民連携プロジェクトと
して推進されているアフリカ農業開発事業では，種子市
場の「開放」（フォーマル化，貿易自由化）と GM 作物の
普及が目論まれている．本報告では，こうした一連の動
きを最新のデータと情報をもとに整理するとともに，そ
れがゆえに世界各地で胎動するローカルかつグローバル
な対抗運動を紹介し，その今後の可能性を展望する注 1）．

2．寡占化が進む世界の種子市場と多国籍アグリビジ
ネス

　遺伝資源問題を中心にモニタリング活動を行っている

カナダの NGO（ETC Group）の報告によると注 2），2011 年
の商品種子市場は世界全体で約260億ドル，モンサント，
デュポン/パイオニア，シンジェンタの 3 社を筆頭とす
る上位 10 社の占有率は 75％（2012 年の欧州議会資料注 3）

によると 62％），これら 3 社にリマグランを加えた上位
4 社の占有率は 58％（同じく 48％）に達する．これら 3
社にバイエル・クロップサイエンス，BASF, ダウ・ア
グロサイエンスを加えた 6 社は世界農薬市場の 76％を
支配する農業化学企業であり，農業バイオテクノロジー
分野で巨額の研究開発投資を進めてきた農業バイオ企業

（ビッグ 6，バイオメジャー）でもある．別の資料によれ
ば，米国トウモロコシ種子市場（2014 年）の 35.5％をモ
ンサントが，34.5％をデュポンが占め，同じく大豆種子
市場の 33.2％をデュポンが，28.0％をモンサントが占め
ている注4）．これら2社が2009～2014年に特許訴訟を争っ
たこと，その過程で米国司法省がモンサントを独占禁止
法違反の疑いで調査を行ったことも頷ける．また，2015
年 5 月にモンサントがシンジェンタの巨額買収（460 億
ドル）を提案して注目を集めた．8 月末に買収案は撤回
されたが，もしこれが実現していたら，世界種子市場で
35％，世界農薬市場で 30％を掌握する巨大農業バイオ企
業が誕生していたことになる注 5）．他方，EU でもトウモ
ロコシ種子市場（2014 年）の上位 5 社占有率が 76％まで
上昇しており，品種共通カタログ（2013 年 11 月）掲載
のトマト品種のうち，20％を占めるモンサントを筆頭に
上位 5 社で 45％となっている注 6）．
　事態はこれにとどまらない．GM 技術の開発と商品化
で他の追随を許さないモンサントは，自社で開発した組
換え形質や組換え技術を直系ブランド（DeKalb, Asgrow
等）として提供するだけではなく，傘下に収めた原種種
子企業の供給網（Corn States）を通じて地域種子企業に
ライセンス供与するとともに，ライバル企業ともクロス
ライセンスを結んで同社の除草剤耐性品種や害虫抵抗性
品種を世界中に拡散している注 7）．同社の組換え形質が
組み込まれた GM 品種が全 GM 作物栽培面積（複数企1 京都大学大学院
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業の形質を含むものを重複カウントした延べ面積）に占
める割合は約 85％に達するとされる．

3．農業生産と食料消費の現場で進行・深化する諸矛盾

　種子市場の寡占化と GM 品種による種子市場の席巻
は農業生産の現場に様々な矛盾をもたらしている．第 1
に，市場における健全な競争が成立しないため種子価格
の大幅な上昇を招いていることは，米国農務省（USDA）
の統計データからも確認することができる注 8）．例えば，
単位面積当たり種子費用の推移をみると，種子市場の寡
占化が著しく，GM 品種も 9 割前後を占めるトウモロコ
シ・大豆・綿花と，公共品種がなお一定割合を占め，
GM 品種も実用化されていない小麦・ソルガム・大麦と
の間の違いは明らかである．さらに同一作物でも，GM
品種と非 GM 品種との間の種子価格差が急速に広がっ
ている．
　第 2 に，特定の除草剤（とくにグリホサート）に耐性
をもつ GM 品種の極端な普及が，耐性雑草の出現と拡
大に拍車をかけており，農家は当該除草剤の使用量を増
やさざるをえなくなっている．それでも埒が明かないと
いうことで，2, 4-D やジカンバといった毒性の強い除草
剤の使用量も増加傾向にある．これらの農薬の原体メー
カーでもある農業バイオ企業は新たな除草剤耐性品種や
複数の除草剤に耐性をもつスタック品種の開発に邁進し
ているが，除草剤と雑草のイタチごっこの末に，環境と
健康への被害の拡大が懸念されている注 9）．
　第 3 に，トウモロコシや大豆，綿花の種子市場が GM
品種に席巻されていることと相まって，後述するような
種子購入時に強制的に取り結ぶ契約上の制約から，農家
は非 GM 品種に戻りたくても戻れない状況に追い込まれ
ている注 10）．雑草化すると駆除が難しくなる GM 品種が
非 GM 作物圃場に混入する事態は避けなければならな
いからだ．また，非 GM 品種も含めて農業バイオ企業は
種子市場を掌握しているが，彼らの事業戦略と衝突する
非 GM 種子の入手が難しくなっており，価格も不当に吊
り上げられているとの報告もある．GM 表示が義務化さ
れていないどころか，非 GM の自主的表示さえ制限され
ている米国では，非 GM 品種の需要が高い海外市場向け
やホールフーズのように非 GM 化に踏み出した食品加
工・小売業者に販売できる条件を持ち合わさない農家に
とっては，この限られた選択肢を敢えて選択することの
リスクは小さくない．それでも，GM 品種と非 GM 品種
との間で収量に大差はなく，農薬使用量の削減効果もほ
ぼ失効している現在，両者の生産費の違いは種子価格の
違いに帰着し，したがって非 GM 品種の収益性の方が

高いのではないかといった認識が，GM 品種の導入を進
めてきた大規模農家の間でも広がり始めている．
　他方，消費者にとっても看過できない事態が進行して
いる注 11）．米国でもようやく GM 表示の義務化を求める
消費者の声が高まっており，2014 年の AP 通信調査で
66％が義務表示に賛成，反対は 7％にとどまった．2013
～14 年に GM 表示を求める 70 以上の法（条例）案が全
米 30 州で提出されたが，コネティカット州とメーン州
ではトリガー条項付きながらも条例が成立．バーモント
州でも成立したが，企業・業界団体が「表現の自由」を
盾に州政府を提訴している．オレゴン州とコロラド州で
は僅差で不成立となった．2012 年，企業・業界団体の猛
烈なキャンペーン活動で世論が最終版でひっくり返さ
れ，条例案（Prop37）が否決されたカリフォルニア州の
事例が想起される．そして，あろうことか，企業・業界
団体は州・地方政府が GMO に関連して独自に条例・規
則を導入することを禁止する法案が 2015 年 7 月に下院
を通過してしまった．この法案は「安全で正確な食品表
示法」という名前が付けられているが，市民団体は「米国
人の知る権利を否定する」の頭文字をとって暗闇・秘匿
を意味する DARK 法と呼んで痛烈に批判している注 12）．
　EU では，2015 年 1 月の「GMO 環境放出指令 2001/ 
18/EC」改正に伴い，各加盟国・地域には欧州委員会が
承認した GM 作物の栽培を禁止もしくは制限する権利
が与えられた．一見すると非常にポジティブな制度であ
り，実際，初の適用を受けるため欧州委員会に申請した
国は，EU 加盟国 28 ヵ国のうち 19 ヵ国（うち 2 ヵ国は
地域単位）にのぼった．ところが，実は見切り発車だっ
たこの制度を欧州議会が却下したとのニュースが 10 月
末になって飛び込んできた．GMO を推進する業界団体
も GMO に反対する環境保護団体もともにこの決定を歓
迎しているように，事情はやや複雑である．欧州議会・
環境グループの説明によると，同制度には，文化的・社
会経済的な理由により GM 作物栽培を禁止できる柔軟
性を各加盟国に与えるかわりに，「健康や環境リスクを
理由とすることは許されない」という内容が含まれてい
るため，逆に欧州委員会に GMO 認可推進の口実を与え
てしまうことが懸念されていたという注 13）．今後は欧州
委員会の安全評価制度そのもののあり方をめぐる議論が
再燃することになると思われる．

4．種子への権利を侵害する法制度の数々

　トウモロコシ（1920 年代～）や野菜（1940/50 年代～）
でいち早く実用化されたハイブリッド技術に加え，種子
の商品化を一気に広げるきっかけとなったのが，新品種
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（育種者権）保護制度の制定である注 14）．例えば，1961
年の国際条約（UPOV）と 1970 年の米国植物品種保護
法（PVPA）が知られるが，当初は農家の栽培利用や研
究目的・改良目的の利用は育種者権保護の対象から除外
されていた．ところが，UPOV の 1991 年改定によって
育種者権が大幅に強化され，WTO 協定や二国間・多国
間の自由貿易投資協定を通じて，同改定条約への加盟が
半ば義務化される傾向にある注 15）．さらに近年は同改定
条約を拡大解釈して，これまで育種者権保護の対象外
だったインフォーマル種子のフォーマル化ないし違法化
が世界各地で進行しつつある注 16）．
　米国ではバイオテクノロジーの実用化が急速に進み，
その成果物である遺伝子改変された微生物や動植物はも
ちろん，さらには同定され分離された遺伝子断片（DNA）
までが知的所有権化されるようになった．WTO 協定の
一つ，知的所有権の貿易的側面に関する協定（TRIPs）
の第 27 条 3 項は特許の対象除外を定めたものであるが，
これによると「本質的に生物学的な方法」ではない遺伝
子工学技術等を用いて作出された動植物はすべて特許の
対象になる注 17）．モンサントは実際，系列企業や他の種子
企業を通じたGM品種種子の販売に際して「特許使用料」
を徴収するとともに，農家に様々な制約を課す「技術使
用契約」を結ばせている．契約を結んでいない農家の圃
場で「特許技術」である組換え形質が見つかれば，それ
が非意図的な混入であっても同社から特許権侵害で訴え
られる可能性がある．北米ではそうした訴訟が相次いで
おり注 18），前述したような萎縮効果をもたらしている．
　作物品種の登録を義務化し，区別性・均一性・安定性

（DUS）の基準に合致した品種種子のみに市場流通を限
定する品種カタログ制度によっても，農家による自家採
種や農家間の種子交換，あるいは種子業者や市場を介し
た在来品種等の利用が阻害されることになる注 19）．EU
種子制度を特徴づける共通品種カタログがよく知られる
が，2013 年 5 月に域内種子流通規制を強化する提案が
欧州委員会より出され波紋を呼んだ注 20）．2014 年 3 月に
欧州議会で否決され，2015 年 2 月に欧州委員会が提案
を撤回して一件落着となったが，同様の動きはインドや
米国でも見られる注 21）．インドでは 2004 年，既存の品種
保護法が農民の権利条項を含んでいることに難色を示す
関連業界が，品種の義務登録等を定めた種子法の導入を
政府に要求するも，国民的反対運動によって阻止されて
いる．他方，米国では同じく 2004 年連邦種子法によって
品種登録・種子検査等が義務化され，コミュニティ・シー
ド・ライブラリ等による種子交換・共有の取り組みを「ア
グロテロリズム」呼ばわりするなど，在来品種（ローカ
ル種子）の排除・違法化が進んでいる注 22）．ミネソタ州

をはじめ州法で非商業目的の在来品種共有事業を通じた
種子配布を容認する州やネブラスカ州のようにシード・
ライブラリを積極的に保護する州も生まれているが，カ
リフォルニア州では農家間の種子交換を大幅に規制する
種子法が 2015 年 1 月に制定されている．
　GM 作物品種が急速に拡大する中南米諸国でも「種子
の権利」をめぐるせめぎ合いが続いている注 23）．ここ数
年来，メキシコやコロンビア，チリ，グアテマラなど，
種子法改正によって知的所有権の強化と自家採種・種子
交換の違法化を求める動き（巷では「モンサント法案」
と呼ばれている）が出てくるたびに大きな反対運動が起
こり，かろうじて撤回させてきた経緯がある．ベネズエ
ラでは「モンサント法案」を撤回した勢いで，逆に GM
種子を禁止し，農民の種子を独占・私物化することを禁
じる法律が制定されたとのことである．

5．新自由主義的食料安全保障論の罠：「最後のフロ
ンティア」アフリカからの報告

　2007/08 年及びその後の世界食料価格危機を受けて，
国際社会の関心が農業・食料に振り向けられるように
なったのは当然としても，その「熱い視線」がとくにア
フリカ大陸に注がれているのには理由がある．多くのア
フリカ諸国が貧困と食料不安に苛まれているというだけ
でなく，いわゆる「緑の革命」が到達していない「未開
拓地」あるいは「最後のフロンティア」として，多国籍
アグリビジネスにとって大きな「ビジネスチャンス」が
そこに見出されているからであり，食料不安を抱える先
進国・新興経済国にとって自らの食料作物・飼料作物・
燃料作物を確保するための広大な「潜在的農地」がそこ
に見出されているからである．
　2012 年 5 月の G8 キャンプデービッド会議で提唱され
た官民連携のプラットフォーム「食料安全保障及び栄養
のためのニュー・アライアンス（G8 New Alliance）」や，
それに先立つ 2006 年にビル＆メリンダ・ゲイツ財団や
ロックフェラー財団を中心に設立された「アフリカ緑の
革命のためのアライアンス（AGRA）」，2009 年に世界経
済フォーラム（ダボス会議）に集う日用品産業部会の多
国籍企業 33 社が提唱した「農業イニシアチブのための
ニュー・ビジョン（New Vision）」，その一環として 2011
年に発足した「Grow Africa」など，一連の国際イニシ
アチブがアフリカ諸国を中心に展開している注 24）．その
主眼は，被援助国とのパートナーシップという体裁をと
りながら，その実，多国籍企業を中心とする民間資本を
動員して生産資源の開発（囲い込み）と社会経済制度の
構造改革（新自由主義的再編）を進めることにある注 25）．
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　例えば「G8 New Alliance」では，アフリカのパート
ナー国（現在 10 ヵ国）が策定した「国別協力枠組み」に
沿って G8 諸国と世界銀行等が支援を行い，同時に民間
企業（多国籍企業とアフリカ企業を合わせて約 180 社）
が基本合意書・趣意書に基づいて投資を行うことになっ
ているが，その具体的内容は，①土地資源・水資源への
優先的アクセスとそのための政策変更・法改正，②種子
法・品種保護法の強化や農薬規制等の国際的整合化，③
輸出向け商品作物のバリューチェーン整備，大規模イン
フラ整備，輸出政策の修正，換言すれば生産力主義と市
場原理主義で貫かれており，アフリカ諸国自身の食料安
全保障や飢餓・貧困問題への対処は後景に押しやられて
いる注 26）．現に，種子法改正を通じた商品種子の普及と
自家採種の制限がモザンビーク等で進められている．モ
ンサント等の多国籍アグリビジネスが深く関与している
ことが知られる AGRA でも，例えばマラウィでは潜在
市場の 7 割以上を占める自家採種等のインフォーマル種
子市場の包摂を図るため，AGRA 支援の種子改良普及事
業を通じてモンサントの種子が供給されている注 27）．モ
ザンビーク，タンザニア，ガーナ，エチオピア等では自
家採種を制限するため種子制度・種子法改正に向けたロ
ビー活動が展開されているという．
　アフリカ全体で種子供給の約 8 割が自家採種・種子交
換で賄われている．そこに研究開発の余地や改良普及事
業の必要性はもちろんあるだろうが，アフリカ諸国で必
要とされているのはモノカルチャー的な大規模農業に適
した画一的改良品種の開発ではなく，多様で複雑な生態
系に対応しうる「作物品種の多様性」であるし，民間の
研究開発投資が対象とするような輸出向け換金作物では
なく，そこで素通りされてきた多様な食用作物の改良や
それにまつわる農民的知識の再評価である．近年のアフ
リカ農業開発投資ブームはそうした現場のニーズに応え
るものとはなっていない．

6．胎動する対抗運動とオルタナティブな種子制度の
構築：結びにかえて

　農業の生命線であり，生物と文化の多様性の体現者で
あり，したがって生命の源でもある種子の商品化と私的
所有権化の動きが強まるにつれて，それがもたらす矛盾
も顕在化している．そして，それがゆえに，世界各地で
様々な対抗運動とオルタナティブな種子制度の構築を目
指す取り組みも広がっている．
　ヴァンダナ・シヴァが率いるインドの NGO（Navdanya）
が 2012 年 10 月 16 日の国連「世界食料デー」に合わせて
呼びかけた「シード・フリーダム運動」はその一つであ

る注 28）．地方在来種や農民的知識，自家採種の実践を守
るだけにとどまらず，それらを脅かす多国籍企業による
種子独占や現行のアグリフード・レジームに対する抗議
行動へと広がりを見せている．米国でも，クリエイティ
ブ・コモンズ（CC）や Linux 等のオープンソース・ソフ
トウェアの挑戦に着想を得た「オープンソース種子イニ
シアチブ（OSSI）」が 2012 年 5 月に始動している注 29）．
これは植物遺伝資源をコモンズ（共有資源）と捉え，持
続可能な食料システムの構築を支えていくという考え方
に賛同する公的機関や民間の育種家，地域の種子企業を
巻き込みながら，彼らが保有する育種者権や所有権・ラ
イセンス権を行使せずに広く社会に開放しようとする取
り組みである．農家や園芸家の自家採種・種子交換を促
し，そうした目的に資することを条件に他の育種家によ
る自由な利用も認めている．いわばオープンソースの連
鎖を広げていこうとする試みである．さらに GMO に関
連して，2013 年 5 月 24 日に「モンサントに反対する行
進（March Against Monsanto）」が米国 48 州を含む世
界 6 大陸 52 ヵ国で取り組まれ，200 万人を超える市民
が参加した．その後，毎年 5 月中下旬に世界中で様々な
イベントが企画されている注 30）．中南米諸国で「モンサ
ント法案」の阻止に成功してきた背景に，こうした世界
規模での情報共有の深まりと連帯運動の高まりがあると
される．
　こうした「種子を取り戻す」ための草の根の運動は，
ビア・カンペシーナに代表される小農運動・食料主権運
動とも連動しながら広範な市民社会組織を巻き込んだグ
ローバルな運動へと発展している注 31）．彼らが共通に掲
げる食料主権やアグロエコロジーの考え方は，国連食糧
農業機関（FAO）や国連人権理事会（UNHRC）等の国連
機関でも市民権を得つつある注 32）．しかし，そうした国連
機関でも熾烈なせめぎ合いが続いている．FAO が事務
局を務める国際食料農業植物遺伝資源条約（ITPGRFA）
の 2015 年 10 月会合で提案され審議された，世界中の
ジーン・バンクに保管されている植物遺伝資源を電子情
報化してグローバルな情報管理システムに統合する計画

（DivSeek）に対して，ビア・カンペシーナ等の小農組織・
市民社会組織はこれを企業によるバイオパイラシーを助
長するものとして非難する声明を発表している注 33）．
　多国籍アグリビジネスによる「種子の包摂」の度合い
は，市場を通じた商品種子の囲い込みから遺伝情報の囲
い込みへ，さらにインフォーマル市場のフォーマル化も
しくは違法化を通じた法制度的な囲い込みへと深まって
おり，種子・遺伝資源へのアクセスと利用をすべての
人々に開かれるべき基本的人権として主張し守っていく
ための世論と運動が正念場を迎えている．日本を含め世
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界各地で取り組まれている自家採種・種子共有をローカ
ルなニッチ戦略として追求し，地域の遺伝資源と伝統知
を自分たちの手で着実に守りつつ，条件のあるところで
は公的機関や制度をうまく活用しながらオルタナティブ
な空間を強固なものにする努力を続け，さらにそうした
可能性を阻害する国際的・国内的な法制度や政治経済力
学に対する異議申立てや対抗運動をグローバルに展開す
るといった三層構造の戦略と戦術─多元的シード・ガバ
ナンスの構築─が求められている．
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