
1．は　じ　め　に

　国連食料農業機関（FAO）の『世界の食料安全保
障と栄養の現状・2020 年報告』によれば，世界の現
状は 2030 年までに「飢餓ゼロ」を目指す SDGs の目
標 2 を達成するための軌道から逸脱しており，現在の
傾向が続けば，2019 年に 8.9％（6.9 億人）だった飢
餓人口は 2030 年までに全人口の 9.8％ に相当する 8.4
億人を超えるという．この予測では考慮されていない
新型コロナ禍の影響に，世界的な穀倉地帯を巻き込ん
だウクライナ紛争も重なり，実際の飢餓人口はこの予
測よりも急速に増えていくのではないかと懸念されて

いる．同じ目標 2 に含まれる栄養改善は，慢性的飢餓
である栄養不足だけでなく，子どもの過体重と成人の
肥満をもたらす栄養過多も含んだ課題だが，先進国と
途上国とを問わず，これら二つの栄養危機が同時進行
している．また，異常気象の頻発化・激甚化，気温変
化や降雨パターンの不規則化を通じた食料生産の大き
な攪乱は，現行の食農システムの気候変動への脆弱性
を露呈しているだけではない．IPCC（2019）による
と，世界全体の温室効果ガス排出（CO2 換算，2007～
2016 年平均）の約 23％ が，農業・林業・その他の土
地利用に由来するとされる．別の集計によれば，約
26％ が食料供給に関連しており，そのうち作物生産
が 27％，畜産漁業が 31％，サプライチェーンが 18％
を占めている．さらに，森林破壊の 29％，生物多様
性喪失の 50％（淡水）から 70％（陸上）が農業に由

1京都大学
  hisano.shuji.6v@kyoto-u.ac.jp

2022 年度　日本農業経済学会  〔農業経済研究　第 94 巻，第 2 号，91-105，2022〕
報　告　Ｉ

持続可能な食農システムへの転換： 
グローバルヘゲモニーと対抗的実践との相克

久　野　秀　二1

Transformation towards Sustainable Agri-Food Systems :
Tangled Confrontations between Global Hegemony and Alternative Initiatives

In the face of the food security crisis, the nutrition crisis, and the climate change crisis, it is more or 
less agreed among  the  international  community  that  the current  food and agriculture system  is 
problematic and needs to be transformed and made sustainable. However, there are major discrepan-
cies and conflicts over how, by whom and  in which direction  the system should be  transformed. 
Even the basic policy concepts of “food security” and “sustainability” are variously defined and used 
as a tool of discursive power. Relying on critical political economy and critical discourse analysis, this 
article analyses the trends and problems of hegemonic institutions of and discourses on global food 
and agricultural governance, and explores the possibilities for counter-hegemonic practices by paying 
attention  to  the challenge of  food sovereignty and agroecology and the role of  the Committee on 
World Food Security （CFS） at the global level, and the challenge of city-region food systems trans-
formation and the role of Food Policy Councils （FPCs） at the  local and regional  level. The article 
concludes with providing some implications on the way critical agrifood policy research should func-
tion and the role critical agrifood policy researchers should play in the space of discursive politics of 
policies in this era of multifaceted crises. A key is re-politicising the recent trend of depoliticised gov-
ernance.

Key words：transformation of food and agricultural system, global governance, hegemony and coun-
ter-hegemony, discourse and discursive power, political economy

Shuji HISANO（Kyoto University）



来し，農地の 52％ が劣化しているとされる（WWF, 
2020）．
　農業・食料の工業化とグローバル化を追求してきた
現行システムのこうした問題性，その持続可能なシス
テムへの転換の必要性が，国際社会でも共通認識と
なっている．2021 年に開催された国連フードシステ
ム・サミットはそれを示している．しかし，それをど
のような問題として認識し，誰の手によって，どのよ
うに，そしてどの方向に転換していくのかをめぐって，
何らかのコンセンサスが存在するわけではない．そも
そも食料保障や持続可能性といった基本的な概念・理
念にも，栄養問題や気候変動の診断と対処方法にも，
一つの定まった，普遍的で中立的な理解と説明が存在
するわけではない．それにもかかわらず，食料保障・
栄養危機や気候変動危機その他の地球環境危機を前に，
あたかもグローバルなコンセンサスが可能であり存在
するかのように準備された様々なグローバルガバナン
スのためのプラットフォームを通じて，本来はきわめ
て政治的であるはずの問題をイノベーションやマネジ
メントといったテクニカルな問題へと脱政治化する言
説が巧妙に生産・再生産されている．
　どのようなアクターが，どのような組織や制度を通
じて，どのような言説を構築し伝播しながら，政策形
成に影響を及ぼしているのか．その構造と機能を明ら
かにすることなしに，オルタナティブな政策への転換
を展望することはできない．批判的政治経済学と批判
的言説分析に依拠しながら，グローバル食農ガバナン
スをめぐる脱政治化状況を明らかにし，再政治化の可
能性を探ることが本稿の課題である．
　以下では，まず第 2 節で政治経済学アプローチの，
第 3 節で批判的言説分析アプローチの特徴と有効性を
確認する．つづく第 4 節では，食料保障概念と持続可
能性概念が多様に定義されてきたこと，そうした定義
の社会構築性ゆえに言説政治が展開する余地を与えて
いることを確認する．その上で，第 5 節では食料保
障・栄養危機や気候変動危機に対応した食農システム
の「転換」とグローバルガバナンスをめぐる主流言説
を整理し，そこに共通する傾向と問題点を析出する．
とくに，これら政治的な問題を脱政治化することに
よって主流言説を構造化・制度化し，対抗的な言説と
実践の可能性を制限するグローバルガバナンス手法と
して批判されている「マルチステークホルダー主義」
に注目する．第 6 節では，こうしたグローバルヘゲモ
ニーに対する対抗的な言説と実践の可能性を探るため，
対抗的グローバルガバナンスの試みとして食料主権・
アグロエコロジー論と世界食料保障委員会の挑戦を，

対抗的ローカルガバナンスの試みとして都市圏フード
システム論とフードポリシーカウンシルの挑戦を取り
あげ，その到達点と課題を明らかにする．最後に第 7
節では，対抗的実践を制度化し，システム転換と社会
変革へと繋げていく上で求められる批判的食農政策研
究のあり方，批判的食農政策研究者の役割について示
唆を与え，本稿の結びとする．

2．政治経済学アプローチ

　社会は大きく，国家を中心とする政治システム，市
場を中心とする経済システム，生活圏を含む市民社会
によって構成され，それぞれを対象とする学問領域が
政治学，経済学，社会学である，と説明されることが
ある．さらにそれらが対象とする人間と社会の関係性
を 時 間 軸 で 捉 え る 歴 史 学， 空 間（scale，space，
place）との相互規定関係で捉える地理学との組み合
わせによって，○○史や○○地理学などのサブ領域が
形成される．政治経済学は政治学と経済学の境界領域
に位置し，社会の政治過程（政策論）と経済過程（産
業論）との相互作用を捉えようとする．その重点の置
き方によって，経済学のサブ領域に含まれることもあ
れば，政治学のサブ領域に含まれることもある．前者
が「政策の経済学」であるとすれば，本稿が依拠する
後者は「経済過程の政治学」である．ここで政治学と
は，人間の相互関係，社会組織，社会変容の形成にお
いて構造的に作用する権力関係を捉えるものである．
そのようなものとしての政治経済学アプローチは「権
力関係や社会的諸関係が意思決定にいかなる影響を及
ぼし，不平等や不正義をいかに再生産するのかを明ら
かにしながら，社会経済的・政治的な力学を批判的に
分析する有効なツール」（Duncan et al., 2019：p.40）
である．
　Fuchs et al.（2016）は，「持続可能な消費」論の文
脈で，持続（不）可能な消費実践を構造的に規定する

「権力の源泉と行使のあり方」を見定めるための分析
視角を「権力関係のレンズ（power  lens）」と表現し
た．そうした権力関係は政治システムと経済システム
に限定されるわけではない．それは結果として市民社
会に影響を及ぼすだけでなく，市民社会において，
人々の意識と実践を通じて，同意や規律というかたち
で行使され，権力関係が再生産される，そういうもの
として理解すべきである．それゆえ，とくに権力関係
の社会的影響（民主主義や社会正義，基本的人権，持
続可能性等への否定的影響）を分析し，その転換の可
能性と必要性を論じる批判的政治経済学は，社会学を
はじめ近接する社会科学諸領域と親和的であるし，親
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も，言説的権力を通じていかに市民社会に浸透しよう
とも，それが市民社会による同意を前提する以上，そ
こに不同意が生まれる可能性を否定できない．とくに
ヘゲモニーが社会的，経済的，文化的，環境的な矛盾
と軋轢を不可避的に伴う以上，そこにヘゲモニーへの
対抗，カウンターヘゲモニーの形成と台頭が生まれる
のは必至である．こうしたヘゲモニーをめぐる対抗関
係にも批判的分析の目を向ける点が，批判的政治経済
学の特徴であり役目である．

3．批判的言説分析アプローチ

　社会科学における言説とは「世界についての共有さ
れた理解方法」であり，「言語のなかに埋め込まれな
がら，この理解に賛同を示す人々が断片的な情報を解
釈し，それらを一貫性のある物語や説明へとまとめ上
げることを可能にする」ものであり，つまり「意味と
関係を構成し，常識を定義して知識を正当化する手助
けをする」もの，あるいは「分析，議論，同意，非同
意に関する基本的な条件を提供する仮説，判断，主張
に依拠」しながら，それに賛同する人々の認識と価値
観とを条件づけるもの，と定義される（Dryzek, 2005
＝2007：pp.10-11）．
　政治過程における言説の構成的役割に焦点を当てる

「討議的（argumentative）アプローチ」（Hajer, 1995）
は，社会構築主義の流れを汲んでいる．その理論的特
徴を，西岡（2011）は次のように整理する．第 1 に，
行為主体間にアイデア，規範，価値観が共有され，そ
れら間主観的要素からなる観念構造がアクターの行為
を規定するという理解．第 2 に，そうした観念構造が
行為主体らの利益やアイデンティティを定式・再定式
化するという理解．第 3 に，観念構造と行為主体とは
双方向的，相互作用的な関係にあり，単に構造が行為
主体を規定するということではなく，行為主体の言説
実践を通じて構造もまた生産・再生産されるという理
解．したがって，社会構築主義では，利益や選好は所
与ではなく可変的であり，言説や規範を通じて構成さ
れると捉えられる．制度や文化も固定的・主体拘束的
ではなく可変的・動態的であり，やはり言説や規範を
めぐる討議・熟議を通じて変化が生み出されると捉え
られる．権力が制度や組織に帰属する特性ではなく主
体間の関係性において定義されるとすれば，ある論争
的な文脈において，物理的・社会的な現象に関するあ
る特定の理解や意味付与が一つの言説として主体間の

和的でなければならない．
　権力には「物質的源泉」，すなわち技術的，自然的，
経済的等の資源・資産へのアクセスと支配によって引
き出されるものと，「観念的源泉」，すなわち知識，ア
イデア，アイデンティティ，ルール，規範等の社会的
構築や意味の象徴的創造によって引き出されるものと
がある．Newell & Levy（2006）や Newell & Taylor

（2018）は，ネオグラムシ理論の概念と枠組みを用い
ながら，ヘゲモニー主体が物質的，制度的，言説的な
影響力基盤を創出して市民社会に対する支配的な関係
性を構築するメカニズムに注目した．それは国際関係

（グローバルガバナンス）における政治経済的利害の
衝突と調整の過程で，グローバル資本による物質的影
響力の行使による「強制」ならびにイデオロギー等の
非物質的影響力の行使による「同意」という二重の権
力行使を通じて国際関係を整序するヘゲモニーと，そ
れに対する対抗的ヘゲモニーとの相克を捉えようとす
るものである．
　物質的影響力は生産や金融，それらを支える技術や
資源を支配することで圧倒的な市場競争力を発揮する
といったかたちで表れる．そうした主体は市場におけ
る経済過程を支配するだけでなく，自らに有利な制度
や政策を構築し，不利益となる規制や政策を回避する
ために，Fuchs（2007）らが「道具的権力」及び「構
造的権力」として捉えたように（註 1），政治過程に
直接・間接に働きかけることによって，自らの市場影
響力の基盤を強めることができる．そうした物質的権
力基盤を背景に，これらの経済主体は政府機関や研究
機関，教育機関，メディア，シンクタンク，市民社会
組織などを巻き込んで各種ガバナンス・プラット
フォームを組織しながら，影響力行使の正統性を担保
するための制度的権力基盤を固めるとともに，その正
統性をイデオロギー的に支えるための知識や規範を創
出する．そのことによって，例えば特定の技術やビジ
ネスモデル，特定の政策への社会的受容が高められる
ことになる．そうした知識や規範は何らかの表象や言
語によって表現されるため，社会科学では「言説

（discourse）」と呼ばれる．そこで行使される言説的
権力は，ある特定の利害を社会共通の利害であるかの
如くフレーミングすることによって，市民社会におけ
る同意を生み出し，ヘゲモニーの形成・維持・強化に
貢献する．
　しかし，こうした権力基盤がいかに盤石であろうと
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（註 1）　Fuchs（2007）がグローバル資本（多国籍企業）の政治的な権力行使を理論的に把握するために概念化した，
道具的／構造的／言説的という三つの権力形態については久野（2021a：p.39）を参照されたい．



相互行為を通じて形成，衝突，調整，伝播，受容して
いく過程を分析することによって，社会の権力構造を
明らかにすることができる．
　言説をめぐる抗争は既存の制度的文脈と無関係では
ありえない．ある言説がヘゲモニーの地位を得るため
には，それまで独立していた複数の言説を当該言説へ
と収斂させ，あるいは他の言説を排除するといった，
きわめて政治的なプロセスを伴う．環境政治に関する
言説分析の先駆者である Hajer（1995）は，この過程
で重要な役割を果たすものとして，説得的なアイデア
や物語（story-line）に媒介されて形成される言説連
合（discourse-coalition）に着目した．環境問題や食
料問題をめぐるグローバルガバナンスのように，
フォーマルな権威の中心が存在しない／弱い場合はと
くに，言説や規範が果たす調整的役割に焦点を当てた
政治過程分析が重要である（Stevenson and Dryzek, 
2012）．このように，特定の政治経済的な利害を社会
の共通利害であると表現し受容させる言説のレトリッ
クを通じた言説構造化と，それを政策等の制度的実践
の場に反映させる言説制度化という，言説が有する規
制的・構成的な作用を，批判的政治経済学でいうとこ
ろのヘゲモニーの要諦と捉える点に，討議的アプロー
チに基づく批判的言説分析の貢献がある．

4．食料保障概念と持続可能性概念の社会構築性

　フードセキュリティ概念の定義と解釈はその時々の
国際関係や政策思想を反映しながら変化してきた（久
野，2011）．同概念が国際社会で使われ始めた 1970 年
代，それは「増大する食料需要を支え，不安定な食料
の生産と価格に対処するために，基礎的食料の世界的
供給をつねに安定的に確保すること」と定義されてい
た．つまり，食料の安定供給，それを保障する生産の
拡大と市場の安定をいかに確保するかに国際社会の関
心が集中し，そのための国家食料政策と国際調整が要
請された．いわば国民国家的な視点による供給側の食
料安全保障戦略が念頭に置かれていたのであり，それ

がセキュリティ＝安全保障と表現されたのは必然だっ
た．日本では食料自給率に議論が集中しているため，
食料が安全保障論の文脈で捉えられることへの違和感
は小さいかもしれない．
　しかし，食料保障概念の「すべての人が，いかなる
時にも，活動的で健康的な生活のための食生活の必要
と嗜好に合致した，十分で，安全で，栄養のある食料
を物理的，社会的及び経済的に入手できるときに達成
される」（FAO, 2001）という現在の定義に至る変遷
を踏まえるならば，その訳を社会保障と同様に「食料
保障」に置き換えたほうがいいように思う（註 2）．
そこに国内の階層間・地域間格差，世帯内のジェン
ダー格差といった構造的問題への認識と権利主体であ
る個人への視点が曲がりなりにも取り入れられてきた
からだ．しかし他方で，「世帯・個人の食料保障」へ
の視点には，国家・国際機関による食料保障政策より
も市場主義的な食料保障の実現を志向する新自由主義
的偏向も反映している点を見落としてはならない（久
野，2019）．実際，各国政府・国際機関はそれぞれの
立場からそれらを解釈し，食料保障政策に自らの利害
を反映させてきた．大規模・資本集約・外発型の農業
開発路線を踏襲する議論が紛れ込んできた事実は，同
概念の限界を表している（第 5 節）．食料主権論がオ
ルタナティブな概念として登場したのは，そのためで
ある（註 3）（第 6 節）．
　食料保障概念は，供給面（availability：適切な品質
の食料が十分に供給されているか），アクセス面（ac-
cess：栄養ある食料を物理的・経済的・社会的に入手
するための権限を持ちえているか），利用面（utiliza-
tion：安全で栄養価が高く，文化的にも適切な食料を
摂取できるか），安定面（stability：いつでも適切な
食料を入手できる安定性があるか）という 4 本柱で定
義されることもある（FAO, 2006）．これに対して，
農業食料システムの社会的，経済的，環境的な諸問題
に対処するには，主体性（agency）と持続可能性

（sustainability）を加えた 6 次元によって把握される
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（註 2）　そうした語義のニュアンスを踏まえ，敢えて「食料保障」を訳語に当てたものに，国連世界食料保障委員会専
門家ハイレベル・パネル（HLPE）報告書の訳書『家族農業が世界の未来を拓く─食料保障のための小規模農業への
投資』（家族農業研究会・農林中金総合研究所共訳，2014 年）がある．

（註 3）　とはいえ，この二つの概念を対立的にだけ捉えるのは，あまり建設的ではない．Murphy（2014）は，食料保
障を「規範的な目的（到達すべき結果）に関わる概念」，食料主権を「規範的な過程（到達するための道筋）に関す
る概念」として整理するとともに，いずれも社会的に構築された概念であり，その歴史的文脈を理解する必要があ
るとした．つまり，もともと記述的でオープンエンドな概念（Clapp, 2014）である前者は，その枠組みと方向性を
めぐるイデオロギー（政治経済的利害）のせめぎ合いの対象であり舞台であって，それ自体の規範性を問うべきで
はないとする議論である．



以下の観点から食料保障危機，栄養危機，気候変動危
機に対応した食農システムの「転換」とグローバルガ
バナンスのあり方をめぐる主流の言説を整理し，そこ
に共通する考え方を析出する．第 1 に，問題が問題と
してどのようにフレーミングされ，言説的権力として
機能しているのか．第 2 に，そうした問題（診断）や
解決（処方）についての言説を創出・普及し，特定の
利害を正当化するために，どのような組織や制度が構
築され機能しているのか．第 3 に，そうした言説的権
力や制度的権力を行使しうる物質的権力基盤を有する
支配的主体＝多国籍企業がどのように存在しえている
のか，である．
1）食料保障危機と農業開発言説

　2000 年代後半から断続的に訪れた食料価格高騰に
よる食料保障上の世界的混乱に対応するため，国際社
会は主要国首脳サミットや農業大臣会合の機会を捉え
ては，共同声明や行動計画を相次いで発表した．その
中でも，2012 年の G8 で提唱され実行に移された「食
料安全保障及び栄養のためのニューアライアンス

（NAFSN）」は，「10 年間で 5,000 万人を貧困から救
い出す」ために，アフリカ農業への「責任ある国内外
民間投資の増大」によって「農業生産性を向上させる
イノベーション」と「脆弱な経済やコミュニティに発
生するリスクの減少」をもたらすことを目標に掲げ，
それを被援助国政府の「国別協力枠組み」に基づく国
際開発援助（政策コミットメント）と民間資本動員

（投資コミットメント）によって達成しようとするも
のだ．実施期間満了を待たずに，公式表明もないまま
2018 年頃に終焉したが，援助国及び被援助国（10 カ
国）の政府や国際機関（世界銀行，アフリカ開発銀行，
FAO・WFP 等の国連機関），一部の農業団体や国際
NGO，多国籍企業や地元有力企業を巻き込んだ官民
連携によるグローバル農業開発・食料保障ガバナンス
のひな形として注目された．政策コミットメントは主
に，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（緩和），③輸出向け商
品作物価値連鎖や大規模インフラの整備，④投資課
税・輸出関税の減免や規制緩和等を通じた投資環境の
整備に向けられ，それを受けて民間投資が進められる
算段だった（久野，2019）．
　米国政府の公式文書に基づいて NAFSN の言説分
析を試みた Prášková and Novotný（2021）によると，

「貧困と飢餓との闘い」や「平和と安全保障の促進」
といった道徳的責務を米国政府が負っており（＝国家
戦略及び国際協力としての正当化），そのために「新

概念へのアップデートが必要だとするが議論もある
（Clapp et al., 2022；HLPE, 2020）．ここで主体性とは，
食農システムの構造的問題と自らの置かれている状況
を認識し，より能動的な主体（food citizen）として
食農システム上の意思決定に参加する個人的・集合的
な能力を指す．
　他方，食料保障概念の 6 次元を構成する持続可能性
はそれ自体，きわめて多義的で論争的であり，食料保
障概念と同様に，その定義と運用には慎重でなければ
ならない（Constance et al., 2018；久野，2021a）．同
概念は一般に，社会的側面，経済的側面，環境的側面
の 3 本柱によって定義されるが，その起源と理解の変
遷を整理した Purvis et al.（2019）によれば，もとも
と経済成長主義に対する社会的・環境的な視点からの
批判として登場した持続可能性概念が，国連等におけ
るコンセンサス形成と概念の制度化を通じて，経済的
側面を中心とする「持続可能な開発」概念へと中和化

（脱政治化）されてきたという．
　持続可能性概念を教科書的に説明する際の参照点と
されている，ブルントラント委員会報告書（1987 年）
や国連環境開発会議（UNCED）の「アジェンダ 21：
経済と開発に関するリオ宣言」（1992 年）は，同概念
を「持続可能な開発」概念に読み替えた上で，「将来
世代のニーズを満たしつつ，現在世代のニーズも満足
させるような開発」と定義した．そこでは環境と開発
との共存，環境保全と経済成長との両立が可能とされ
る．例えば，生産と供給の環境効率（資源・エネル
ギー効率）を改善した「グリーンな製品・サービス」
の開発，そのための技術革新と効果的なマーケティン
グ，あるいは環境コストの外部性に対処するための市
場調整（環境税，排出権取引等）によって，つまり支
配的な生産消費システムを構造的に転換することなく
持続可能性は実現できるとする「弱い持続可能性」言
説に表れている（久野，2021a）．これに対して，環境
的健全性，社会的正義，経済的厚生，そして文化的多
様性を統合的・包括的に追求する概念として，した
がってその実現を妨げている政治経済システム（資本
主義）の構造的転換をも視野に入れた規範的概念とし
て再定義すべきだとする対抗言説─「強い持続可
能性」言説─ も存在する（久野，2021a）．食料保
障概念の豊富化に求められる持続可能性への視点が後
者の対抗言説に表現されていることは言うまでもない．

5．食農システムの「転換」と 
グローバルガバナンスをめぐる言説

　本節ではネオグラムシ理論のアプローチに倣って，
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しい開発アプローチ（＝官民連携による民間投資の拡
大）」と「新しい農業枠組みビジョン（＝新技術の導
入による生産性向上とグローバル市場への連結による
経済成長機会の拡大）」が唯一の解決策であり，その
手段が NAFSN である，といった言説が弄されていた．
こうした主流の農業開発言説をより露骨に表現したの
が，ビル＆メリンダ・ゲイツ財団（BMGF）等が
2006 年に設立した「アフリカ緑の革命のためのアラ
イアンス（AGRA）」だ．その言説は，アフリカ農業
の根本問題は低生産性にあり，それは投資不足による
科学的知識と生産能力の欠如，土壌改良の不足，種子
制度の未整備，ガバナンスの脆弱性に起因するといっ
た診断に基づき，化学肥料産業や農薬・種子産業を中
心とする多国籍企業の事業展開をその解決策として処
方するというものである．
　同時に，大規模土地収奪の誘発等をめぐる数多くの
批判に晒され，当初の目標を達成できないまま
NAFSN の食料保障・農業開発ガバナンスが終焉した
のは，それを支えてきた言説が正統性を維持できな
か っ た こ と の 表 れ で あ る． し か し， 個 別 事 業 は
AGRA や世界経済フォーラムの「農業ニュービジョ
ン・イニシアチブ（NVA）」を通じて継続しており，
数多の多国籍企業が大規模な投資機会を享受し，種子
や農薬，化学肥料等の農業資材商品の新たな市場を開
拓し，あるいは農産物原料の安価な供給基地を確保す
ることに繋がっている点を見落としてはならない（久
野，2019）．
　AGRA の「アフリカ種子制度プログラム」を通じ
たデュポンやモンサントの関与，「土壌改良プログラ
ム」を通じたヤラ・インターナショナルやルイ・ドレ
フュス，カーギルなどの関与はその一例である．また，
NVA 構想は元々農業・食品関連の多国籍企業が主導
したものであり，彼らはリージョナル・プラット
フォームの Grow Africa（註 4）や Grow Asia を通じ
て各地の農業開発事業に参画している．日本政府・
JICA と伊藤忠等の日本企業も関与したモザンビーク
のプロサバンナ計画のような大規模開発事業は農業成
長回廊と呼ばれ，Grow Africa の一環で取り組まれた．
現在も進行中のタンザニア南部農業成長回廊には，ア
ルコール原料作物の生産を目的にディアジオと SAB
ミラーも参加している．

2）栄養危機と栄養素主義言説
　食料保障概念に栄養側面が含まれるようになったの
は 1996 年以降だが，既に 1992 年の FAO/WHO 合同
国際栄養会議で，「栄養上適切で安全な食へのアクセ
ス」が諸個人の権利として認識され，すべての人々と
コミュニティの栄養政策に関する意思決定と行動への
参加の必要性が議論されていた．FAO の「適切な食
への権利の漸進的実現のための任意ガイドライン」

（2004 年）でも「栄養の改善」が位置づけられた．こ
うした流れを受けて，国連システム内の調整組織に留
まっていた国連栄養常任委員会（SCN）も，市民社
会組織や学術研究者を巻き込みながら，栄養改善に向
けた政策や行動を多角的に議論するための政策フォー
ラムとして機能するようになっていた（Valente, 
2016）．ところが，2008 年以降，同委員会の活動は停
滞を余儀なくされ，それに代わるガバナンス・プラッ
トフォームとして登場したのが，世界銀行や米国開発
庁（USAID）が資金を拠出して 2010 年に始動した

「栄養スケールアップ（SUN）イニシアチブ（註 5）」
である．
　2020 年に SCN と統合して UN Nutrition が新たに
設立されるまで，SUN は国連システム内に制度的に
定着していなかったが，各国政府，国連機関，援助組
織，民間企業，市民社会組織が参加する「マルチス
テークホルダー」によるグローバルガバナンスの体裁
を整えていた．しかし，SUN の組織構造と活動形態，
SCN から SUN にグローバル栄養改善ガバナンスの主
導権が移行した経緯を分析した Michéle et al.（2019）
は，マルチステークホルダーの代表性（参加条件や影
響力の非対称性），討議可能性（多様な意見を前提し
た意思決定手続きの欠如），説明責任（政策と事業の
影響を受ける人々に対する責任と救済措置の欠如）な
ど，ガバナンス上の問題点を指摘している．
　また，SUN を構成する「SUN ビジネスネットワー
ク」の中心には，BASF やカーギル，DSM，ケロッ
グ，ペプシコ，ユニリーバ等の多国籍企業が名を連ね
ている．もともと多国籍食品企業と開発援助機関や国
際 NGO との連携プラットフォームとして 2002 年に
設立された「栄養改善のためのグローバルアライアン
ス（GAIN）」が，WHO と公式の協力関係にある非政
府組織として認可されるために，民間連携部門を切り
離して SUN の一部門として 2014 年に設置したもの
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（註 4）　2017 年以降はアフリカ連合・開発機構（AUDA-NEPAD）に移管し，国家農業投資計画（NAIP）と国別アグ
リビジネス・プラットフォーム（CAP-F）として NAFSN の枠組みを継承している．

（註 5）　SUN は自らを「ムーブメント」と位置づけているが，これも一つの言説戦略である．



ガスを削減・除去する」という，相互規定関係にある
三つの柱の包括的な追求と実現を求めるものだったが，
次第に利害関係を有する民間部門の関与と影響力が増
し，CSA 概念の変質─ 構成要素の選択的適用─
が見られるようになった（久野，2019）．
　主流の議論では，化学肥料の効率的な利用（生産性
向上により限られた農地でも食料増産できる），除草
剤耐性 GM 作物と組み合わせた不耕起栽培の拡大（土
壌流亡を防ぎ，土壌の炭素貯留を促進できる），干ば
つ耐性 GM 作物の開発（水資源制約下で気候変動へ
の強靱性・適応力を高められる）などが CSA の実践
事例に含まれる．さらに CSA のスマート性を象徴す
るように，ICT を活用した精密農業など農業生産と
資源管理のデジタル化が CSA 言説の中心に位置づけ
られるようになっている（久野，2022b）．圃場情報
や気象情報をデジタル化（ビッグデータ化）すること
により，化学肥料の施肥量や農薬の散布量，それに伴
う農業機械の稼動量を最適化し，したがって温室効果
ガス排出量の削減に貢献するだけでなく，コスト削減
と生産性向上により経営改善にも貢献するという触れ
込みだ．このように，持続可能性や生産性，強靱性と
いった用語を含む CSA 概念の曖昧さを残し，具体的
な評価基準や評価方法を欠いたままの言説，玉石混淆
の成功実践例を中心とする言説は，そこに不可避的に
存在するはずの社会経済的な背景や含意から目を逸ら
す役割を果たしている（Action Aid, 2014）．
　こうした CSA 言説によって新たなビジネス機会の
拡大を狙う農業資材部門の多国籍企業は，アドホック
な産業団体や産学連携事業を次々と組織する一方で，

「CSA のためのグローバルアライアンス（GACSA）」
（2014 年）をはじめとするマルチステークホルダー・
プラットフォームの設立とネットワーク化を通じて，
食農版グローバル気候変動ガバナンスを主導している

（Hisano, 2022）．GACSA の事務局は FAO に置かれ
ているが，国連機関・政府間組織，主要先進国政府，
一部途上国政府，大学・研究機関，農業・環境保護団
体，民間企業など広範なセクターから 500 超の組織が
参加する，文字通りのマルチステークホルダー・プ
ラットフォームだ．しかし，設立過程ではヤラやモザ
イクが牽引する化学肥料業界が主導的役割を果たした
とされる．シンジェンタやケロッグ，ダノン等の多国
籍企業も参加している．また，ユニリーバやゼネラル
ミルズ等の多国籍企業が Rainforest Alliance 等の国
際 NGO や CIAT 等の国際農業研究センターと進めて
いる産学連携事業「Sustainable Food Lab」から派生
した「Cool Farm Alliance」（2010 年）には，現在 74

だ（Michéle et al., 2019）．GAIN の活動資金の多くは
BMGF から拠出されている．GAIN は SBN 以外にも
各種の栄養改善プロジェトやアドボカシー組織に積極
的に関与しながら，ネットワーク状に広がるグローバ
ル栄養改善ガバナンスのハブ的役割を担っている．
　こうした多国籍企業や民間財団の影響力と主導性

（制度的権力）は，彼らがグローバル栄養改善ガバナ
ンスの主要な担い手であり解決策を提供しうる主体と
して自らを正当化するための言説によって支えられて
きた（Lacy-Nichols and Williams, 2021）．栄養問題の
根本的解決には本来，その背景にある所得や雇用機会
の不均衡，教育や保健・医療へのアクセスの困難，人
種・宗教・民族・社会的地位等に伴う差別といった構
造的問題への視点が欠かせない（Shuftan and Holla, 
2012）．ところが，そうした社会的，経済的，政治的，
文化的な背景要因から栄養問題を切断し，その技術的
側面（栄養素の多寡）に単純化するとともに，栄養強
化作物や栄養強化食品の開発や低所得層向け BOP ビ
ジネスの展開による解決といった議論に政策課題と事
業目的を矮小化する言説が，主流のグローバルガバナ
ンスでは優勢だ．そうした言説の構造化・制度化の過
程で，多角的・包括的・構造的なアプローチを志向し
てきた SCN が機能不全に追い込まれたのである（Va-
lente, 2016）．
　食生活のあり方や食品の栄養的価値を個別栄養成分

（各種ビタミン，鉄分・亜鉛等のミネラル，必須アミ
ノ酸）の機能に還元する考え方は「栄養素主義（nutri-
tionism）」（Scrinis, 2016）と呼ばれ，加工食品企業や
飲料企業がマーケティングを通じて公衆衛生上の問題
から人々の意識を逸らす行為─ 実際には効果のな
い栄養素の添加や曖昧表現で誤解を招きやすい表示を
敢えて行うことによって本来の栄養価よりも高く見せ
かけ，あるいは健康に有害な側面を糊塗することに
よって消費者の購買意欲を意図的に高める行為

（health-washing）─ を誘発する言説となっている
（久野，2021a）．ビタミン A 欠乏症への解決策として
人道主義的なフレーミングが施されているゴールデン
ライス（βカロチン含有量を高めた GM 品種）も，
その背景にある構造的要因から目を逸らすものだ（久
野，2017）．
3）気候変動危機とスマート農業言説

　気候変動対応を標榜する新しい農業モデル（Cli-
mate Smart Agriculture）が世界的に推進されている

（Hisano, 2022）．FAO が 2009 年頃に導入した当初の
定義は，「限られた資源から持続的に食料を生産する」，

「気候変動への強靱性と適応力を高める」，「温室効果
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の企業，NGO，大学，コンサルタント会社が参加し，
ペプシコ，シンジェンタ，ユニリーバ，肥料産業団体，
大学研究者らで執行部を構成している．
4）マルチステークホルダー主義

　これまで考察してきた主流の言説戦略の事例には，
以下のような考え方が共通して見られる．第 1 に，食
料保障を農業生産の問題と捉え，単一作物でみた土地
生産性と労働投入でみた経営効率性を追求することに
重きを置く生産力主義である．それは第 2 に，農業の
近代化・工業化という開発モデルへの固執，社会的文
脈から切り離された技術的解決策のみを追求する技術
至上主義と一体のものだ．第 3 に，契約農業等を通じ
て川上の生産資材部門と川下の加工流通部門に接合し，
さらに輸出志向を強めてグローバル価値連鎖に包摂す
ることが無条件に是とされることである．そして第 4
に，公的機関と民間企業がそれぞれ有する能力と資源
を活用し，両者でリスクを分散し，もって双方両得の
開発アプローチとされる官民連携（PPP）が無条件に
追求されていることである．とくにグローバル食農ガ
バナンスでは，国連機関や政府間組織，農業研究機関，
国際 NGO，農業団体，民間財団，民間企業などの広
範な関係主体を構成員に加えたマルチステークホル
ダー型のガバナンス・プラットフォームが次々に設置
され，上述した特定の考え方や規範に基づく農業開発
言説，栄養素主義言説，気候スマート言説などの構造
化・制度化が進められている．
　マ ル チ ス テ ー ク ホ ル ダ ー 主 義（multistakehold-
erism）は，正統性と説明責任を伴う政府代表者が協
議と意思決定を行う国際調整メカニズムである多国間
主義とは異なり，参加の資格や手続きに明確な基準の
ないまま，企業・産業団体，職能集団，専門家，市民
社会組織等が政府や国際機関と「対等な立場」で参画
するガバナンス手法である（Gleckman, 2018；Mana-
han and Kumar, 2021）．環境問題や人権問題，貧困
問題，安全保障問題などのグローバル課題に効果的か
つ迅速に対応できていないことが，多国間主義の弱体
化とマルチステークホルダー主義の正当化を許してい
る．そこに生じたガバナンスの隙間を埋めたのが，多
国籍企業・産業団体であり，国際 NGO・市民社会組
織だ．もちろん，両者の動機や考え方は異なる．後者
は多国間主義の民主化を求めてマルチステークホル
ダー・プラットフォームに積極的に参加しようとする．
SDGs も目標 17 を「グローバル・パートナーシップ
の強化」に当てている．一般論としてグローバル・
パートナーシップに反対する者はいないだろう．しか
し，企業利益・産業利益を追求する多国籍企業は，政

治過程に参加する正統性を確保し，自らに有利な規範
の確立や制度環境の整備を企図して，国連システム等
の多国間機関との連携を追求する．このように経済主
体である多国籍企業が国家に代わって「ゲームのルー
ル」を設定するためにガバナンス過程に侵入してくる
事態に警鐘を鳴らす議論は少なくない（McKeon, 
2017；Swyngedouw, 2005）．
　マルチステークホルダー主義は，1980 年代以降に
強まった新自由主義的グローバリゼーションの産物で
ある．加盟国からの拠出金に依存する国連システム等
の多国間機関が財政難に陥り，多国籍企業の資金力，
とりわけ BMGF 等の民間財団の資金力に依存せざる
をえない状況が背景にある（Adams and Martens, 
2015）．さらに，世界経済フォーラムの影響力が増し，
彼らが多国間主義から多主体間主義への転換を構想し
た「Global Redesign Initiative」が着実に実行に移さ
れてきたという点も重要だ（Gleckman, 2012；McKe-
on, 2017）．2019 年に国連が世界経済フォーラムと戦
略的提携を結んだことに対して，市民社会組織から猛
烈な批判が向けられた所以である．国連フードシステ
ム・サミットをめぐる議論もその文脈で理解する必要
がある．
　マルチステークホルダー主義の問題点は以下のよう
に 整 理 す る こ と が で き る（Manahan and Kumar, 
2021）．第 1 に，多様なステークホルダーが水平的な
関係においてグローバルガバナンスに参加するとはい
え，それが包括的・民主的である保証はなく，むしろ
現実に存在するステークホルダー間の構造的な権力格
差が曖昧にされてしまう．政府・国際機関を除いてガ
バナンスのプロセスに積極的・恒常的に参加できるス
テークホルダーは自ずと多国籍企業・産業団体や主流
の国際 NGO に限られる．規制する側（政府）とされ
る側（企業），権利保持者（人々）と義務履行者（政
府）と潜在的権利侵害者（企業）の立場上の違いも，
同じカテゴリーに括られることによって曖昧にされて
しまう（McKeon, 2017）．第 2 に，コンセンサスが前
提されており，熟議の末に採決が行われるような意思
決定の手続きを要しないガバナンス手法であるため，

「すべてのステークホルダーが合意できる合理的な解
決策」という名目で，課題解決の方向性や手段を技術
的・脱政治的に限定し，より構造的・根本的な転換を
要求するような反対意見や少数意見は最初から排除さ
れる傾向にある．第 3 に，総じてグローバルガバナン
スの断片化が生じ，透明性と説明責任の欠如も相まっ
て，実際に何が議論され，何が行われているのかが外
からは見えづらい，いわばガバナンスの迷宮が出現し
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委員会（IPC）」が結成され，FAO 事務局長との覚書
に基づき，市民社会の「主要対話者」として国連プロ
セスに食料主権の考え方を反映させる努力を続けてい
る（McKeon, 2017）．
　食料主権論はこのようにグローバルな社会運動から
生まれ広がってきた理念であり，食料保障や持続可能
性をめぐる一つの対抗言説と言えるものだ．それは地
域経済／国民経済を優先し，小農・家族経営者や牧畜
民，漁民，森林生活者，先住民，移民を含む農漁業労
働者，そして都市消費者の生活と権利を尊重し，土地
や水，種子等の生産資源・生活資源を農漁民や民衆の
手に取り戻し，それをコモンズとして共有していくた
めの民主主義と社会正義の実現を含意している．食料
主権論はまた，食を基本的人権として位置づけ，「諸
個人が適切な食料及び食料保障の持続的享受に必要な
資源にアクセスする権限を有していること」と「国家
が国内外において飢餓と栄養不良を克服し，すべての
人の食への権利を尊重・保護・充足する法的義務を
負っていること」を国際人権規範の下に保障する「食
への権利」論はもちろん，「小農及び農村で働く人々
の権利に関する国連宣言」など数多くの国連宣言やガ
イドラインによって補強されている（久野，2019）．
　食料主権論は「生態学的に健全で持続可能な生産方
法」としてアグロエコロジーも重視する．それは「社
会科学，生物科学，農業科学に立脚し，それを伝統知
や農民の知恵と融合させた科学」であり，「自然生態
系の持つ，効率的な栄養循環，複雑な構造，豊かな生
物多様性を再現することで，農業生態系が，自然と同
等の生産性，害虫耐性，栄養利用効率を獲得するこ
と」を目指す実践である（Altieri et al., 2015＝2017：
p.6）．その有効性は世界各地の実践例によって証明さ
れているだけではない．国連機関と世界銀行が「貧困
と飢餓の削減，農村生活の改善，持続的な発展のため
に，農業に関する知識・科学・技術をよりよく利用す
るための方策」を検討するため 2002 年に発足させた
国際協議プロセス「開発のための農業の知識・科学・
技術に関する国際的検証」の成果報告書（IAASTD, 
2009）は，選択すべき農業モデルの方向性として，①
工業的外部投入財への依存ではなく多様な農業生態系
の理解と活用，②そこで培われてきた農民的知識や農
村女性の役割の再評価，③それをコミュニティレベル
で支援する科学者・専門家との協力，④それらを可能
にする制度・政策環境の整備の必要性を強調するなど，
アグロエコロジーの考え方に寄り添うものとなってい
る．
　アグロエコロジーはさらに，多様な専門性に裏打ち

ている．こうした「ガバナンスの中心が存在しない状
況」においては批判的言説分析が有効である．
　Jessica Duncan（2016）は，考え方の違いや不一致
を回避・消去することによって合意形成を図ろうとす
るガバナンスを「ポスト政治的（post-political）」と
捉え，それがグローバル食料保障ガバナンスでも顕著
であるとし，その特徴を次のように整理した．第 1 に，
エビデンスや指標に基づくガバナンス（政策の形成，
実施，評価）を自明視し，それらの選択基準や適用過
程の政治性・非中立性を不問に付したまま推進するテ
クノクラシー的傾向である．第 2 に，合意に基づく意
思決定を自明視し，そこで用いられる言説の政治性・
非中立性を不問に付したまま推進するコンセンサス主
義的傾向である．第 3 に，社会と経済の基本構造とし
て新自由主義的市場経済が必然かつ普遍的であるとす
る認識や規範が根底に横たわっていることである．
Duncan（2016）はその上で，Chantal Mouffe（2005
＝2008）の闘技的民主主義論─「普遍的で合理的
な合意の可能性を信じることは，民主主義的思考を
誤った道へと導いていく．．．互いに異質でヘゲモニー
を争う複数の政治的プロジェクトが対決するような，
論争のための，活気に充ちた『闘技的な』公共領域の
創造を構想することが任務になるべきだ．それは民主
主義が効果的に作動するための必須の条件である」

（p.14）─ を参照しながら，国連世界食料保障委員
会（CFS）を事例に，市民社会組織をはじめとする多
様なアクターの参加を通じてグローバル食料保障ガバ
ナンスを再政治化＝民主化する試みの可能性と課題を
論じた．

6．対抗的ガバナンス： 
その言説・実践・制度化の試み

1）食料主権とアグロエコロジー
　従来の食料保障論が食料生産能力の向上・安定と食
料入手機会の確保には言及するものの，その食料をど
のように・どこで・誰の手によって生産するのか，そ
して食料の分配と消費のあり方をどうするのかといっ
た構造的問題への視点を欠落させていることを問題視
し，その背景にある新自由主義的な農業政策・通商政
策と農業工業化モデルに対するオルタナティブを表現
するための概念として提示されたのが「食料主権」で
ある．国際小農連帯組織ビア・カンペシーナ等によっ
て，1996 年の世界食料サミットに並行して開催され
た市民社会フォーラムで提唱され，世界各地の市民社
会組織や農民運動にも取り入れられながら急速に普及
してきた．2002 年には「食料主権のための国際実行
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された科学と実践を可能にする制度的条件を勝ち取る
ための社会運動をも内包した概念である（Altieri et 
al., 2015＝2017）．つまり，アグロエコロジーは環境面
だけでなく，経済・社会・文化の多様性，生産者と消
費者の主体性の向上を目指すものであり，現行の農業
食料システムで破壊されてきたものを取り戻すための
試みである．それは食料主権論の農業実践的な構成部
分となりながら，グローバルな取り組みへと発展して
きた．換言すれば，食料主権とアグロエコロジーは，
ローカルな食農実践（点的実践）のグローバルなネッ
トワーク化（線的連携）を志向する対抗的な運動であ
り，それを支える対抗的な政策言説である．
　そうした対抗的な運動と言説を制度化し，食料主権
論を主流化する試みとして，国連世界食料保障委員会

（CFS）が果たしてきた役割も重要だ．CFS は「食料
保障と栄養に関する広範な利害関係者のもっとも包括
的なプラットフォームとしてグローバル・パートナー
シップの中核を担うため」に 2009 年に改革された．
理事会を構成する政府代表者だけでなく，国連機関，
国際農業研究機関，国際・地域金融機関，民間部門，
市民社会・非政府組織の代表が諮問グループを構成す
る．市民社会・非政府組織に多めの人数枠が与えられ
ているだけでなく，「最も脆弱な社会グループ」を代
表する市民社会組織・社会運動組織の対等な立場での
参加を制度化するため，新たに「市民社会メカニズム

（CSM）」が導入された．同改革では「食料保障と栄
養に関する専門家ハイレベル・パネル（HLPE）」も
設置された．多様な専門性，異なるアプローチや見解
を網羅しながら，実証的かつ包括的に政策分析を行い，
政策立案者に答申することを目的としており，これま
で 16 テーマについて報告書を発表している．論争
的・問題提起的なテーマも多く，脱政治化しがちな専
門家の検討作業を「政治化」する機会となっている

（Duncan and Claeys, 2018）．
　CFS 改革は総じて，食料保障に関わる国際的な政
策形成過程で参加型・熟議的民主主義を実現する試み
として高く評価されており，今後の成果に対する期待
も大きい（McKeon, 2017）．しかし近年，民間部門メ
カニズム（PSM）の影響力が増しており，CSM の比
重低下や「最も脆弱な社会グループ」優先原則の形骸
化，政策形成機能の骨抜きなどを図り，「客観性／科

学的合理性」言説を持ち込むことでアグロエコロジー
等の規範的なテーマの議題化に抵抗するなど，政策過
程の政治化＝民主化を試みる CFS のガバナンス改革
を巻き戻して脱政治化しようとする策動も強まってい
る（Duncan and Claeys, 2018）．そうした中，CFS に
諮ることなく，国連事務総長及び世界経済フォーラム

（産業界）の主導で計画・準備され，2021 年に開催さ
れたのが，国連フードシステム・サミット（UNFSS）
である．
　UNFSS 特使のアグネス・カリバタ AGRA 前総裁
は「健全で，持続可能で，包摂的なフードシステムに
より，人と地球が繁栄できる世界を信じている．それ
は貧困や飢餓のない世界であり，包摂的な成長，環境
の持続可能性，社会正義の世界であり，誰も取り残さ
れない強靱な世界である」と美辞麗句を並べていた．
それでも，世界中の市民社会組織・農民組織・研究者
らが「これは私たちのサミットではない」としてボイ
コットを呼びかけるなど，UNFSS がその準備過程か
ら厳しく批判されていたのは，それが民主的ガバナン
ス・プラットフォームとして機能してきた CFS での
議論を経ておらず，その結果，主要な食生産者であり
農村社会の担い手でありながら政策形成過程から疎外
されてきた広範な人々の実質的参加が妨げられたとい
うだけではない．食料主権論はおろか，国際人権規範
の重要な構成部分である「食への権利」論や，国連総
会で採択されたばかりの「小農及び農村で働く人々の
権利に関する国連宣言」が参照点とされていないこと，
国連でも FAO が 2014 年に「食料保障と栄養のため
のアグロエコロジー国際シンポジウム」を主催し，
2018 年には「アグロエコロジーの 10 要素」を発表す
るなど，国際社会でその可能性が広く認識されるよう
になったアグロエコロジーへの言及がないことなど，
数々の問題点が指摘されていたからだ（註 6）（Clapp 
et al., 2021；久野，2022b）．
2） 都市圏フードシステムとフードポリシーカウン
シル

　国際小農連帯運動による食料主権の主張とアグロエ
コロジーの実践，CFS 等を通じたそれらの主流化・
制度化の試みを，持続可能で健康的で社会的に公正な
食農システムへの転換をめざす「点的実践の（グロー
バルスケールでの）線的連携」と捉えるならば，その
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（註 6）　アグロエコロジーも主流言説への包摂から自由ではない．Alonso-Fradejas et al.（2020）は，本来は社会変革
的なオルタナティブ農業を志向するアグロエコロジーの実践を企業が選択的に取り込み，その根幹である社会正義
の側面を顧みることなく，部分的・技術的な改良を加えるだけで「いつものやり方」を正当化しようとする傾向を
批判している．



　第 1 に，都市圏フードシステムを貫く垂直的包括性
と広範な政策課題に跨がる水平的総合性という二重の
意味で多様な関係主体が政策過程に参加することに伴
う問題である．多様な関係主体が参加して合意形成を
図る場合，代表性や意思決定手続きの正当性，権力関
係の影響を顧みることのないマルチステークホルダー
主義が意識的・無意識的に追求される傾向にあること
はグローバルガバナンスに限らない．権力関係は地域
という直接的・近接的な共有空間においては潜在化し
やすいため，地域課題をめぐるコンセンサス形成には
注意が必要だ．地域性を理想化してローカル化を志向
する議論はそれ自体，社会的に構築された一つの言説

（local  trap）である（Born and Purcell, 2006）．それ
は地域に内在する「政治的なもの」─ 非対称な関
係性（権力関係）に基づく排除と不公正の傾向─
を曖昧にする危険性がある．
　第 2 に，オルタナティブを志向する多様な市民的食
農イニシアチブや地域民間事業者が安定的に成長する
とともに，ネットワーク化を通じて面的に横展開して
いくためには，行政（地方自治体）による制度的な関
与と人的・財政的な支援が欠かせない．しかし，行政
の主導性及びそれによって可能となる実践と政策の包
括性・一貫性・継続性の確保と，広範な市民の能動的
参加による手続き的な正統性の確保とのバランスを図
ることは容易ではない．また，行政の関与と支援は政
治的な真空状態で得られるものではなく，とくに選挙
サイクルに左右される首長及び議会からの政治的支持
を前提とする点においても，市民的活動と行政的関与
が政治的な緊張関係にあることを軽視することはでき
ない．
　第 3 に，都市の食料調達が都市及び都市圏で完結す
るはずはなく，広域の地域圏へと事業をスケールアッ
プすることも必要になろう．しかし，広域化すればす
るほど，グローバルビジネスを志向する主流の農業食
料システムや国の農業食料政策─ それは多くの場
合，産業競争力政策に従属する傾向にある─ との，
政治的緊張関係を伴う難しい調整を迫られることにな
る．さらに，対抗的ガバナンスを通じた持続可能な食
農システムの構築が地域圏でも完結しえず，グローバ
ル調達を不可避とするならば，グローバル次元での持
続可能性や社会正義も追求されなければならない．そ
の場合，地域課題では一致できた多様な地域ステーク
ホルダーが，より広範な政策課題も含めて対抗的ガバ
ナンスの枠組みに参加し貢献し続けるためには，彼ら
が全体として市民的な主体へと成長していく必要があ
る．

ローカル／リージョナルスケールでの「面的制度化」
の試みを，都市圏フードシステムの構築とそれをガバ
ナンス面で支えるローカルフードポリシーカウンシル
等の取り組みに見出すことができる．
　フードポリシーは単なる食料政策ではない．秋津

（2021）がそれを「総合的食政策」と意訳したように，
フードポリシーは持続可能な社会への転換に向けて，
食を切り口に，食の多面的機能を根拠に，健康（栄
養）と環境（生態系）と社会（暮らし）のあり方を総
合的にガバナンスするものである．それは健康・福祉，
環境・都市計画，地域経済・雇用創出，貧困・社会的
包摂，教育・コミュニティ形成など，従来の農業生産
視点の政策体系ではそれらの関係性が見落とされてき
た広範な政策領域に関わる．こうした政策課題が具体
的に表現される空間として，都市及び都市圏に関心が
向けられているのは必然である．生活圏・消費圏であ
る都市及び都市圏はまた，以前から食に関わる様々な
問題領域で活動を繰り広げてきた市民的食農イニシア
チブや地域民間事業者が存在し，そのネットワーク化
を進めやすい状況にあるだけでなく，革新的な自治体
が生まれ，その政策的支援を得やすい状況にある．そ
のような都市圏フードシステムの構築とフードポリ
シーカウンシル等のガバナンス・プラットフォームを
通じた総合的食政策の成功事例は北米と欧州諸国に多
くみられるが，2015 年のミラノ国際博覧会を機に締
結された「都市食料政策ミラノ協定」には，締結時で
113 都市，2021 年までに 67 カ国 216 都市が加盟する
など，世界的な広がりを見せている．同協定は「持続
可能なフードシステムの発展と健全な食生活の促進の
ためには，世界の人口の半分以上を抱える都市が戦略
的な役割を担っている」という認識に基づいて，「よ
り持続可能で，公正で，気候に優しく，安全で，多様
で，復元力があり，包摂的で，人権に基づいた枠組み
において，すべての人に健康的で十分な食料を提供し
うるローカルフードシステム」の構築を目指すことを
謳っている．多くの参加都市が同協定のグローバル
フォーラムやリージョナルフォーラム，ミラノ協定ア
ワード等を通じて活発に交流し切磋琢磨している．
　久野（2021b）は欧州諸都市のネットワーク化の動
きを紹介し，それが数多くの学術的・政策的・実践的
なプロジェクトにも支えられながら，一過性ではない
大きな潮流となっていることを論じた．同時に，オラ
ンダとベルギーの諸事例に基づく久野（2021c；
2021d；2022a）の考察から，フードポリシーカウン
シルを通じた総合的食政策の取り組みにおいても避け
がたい，ガバナンス上の課題も明らかになってきた．
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　以上のように，オルタナティブを志向するローカル
ガバナンスにおいても，マルチステークホルダー主義
と脱政治化の罠はそこかしこに存在するのであり，そ
れを克服するためにも，利害の対立と権力関係の作用
が存在することを前提に，それらを承認し可視化する
ことを含めた関係主体間の闘技的民主主義の空間とし
て，ローカルフードポリシーカウンシル等のガバナン
ス・プラットフォームを構築し，食農システムの持続
可能な転換に役立てていくことが求められる．

7．システム転換と社会変革を展望する 
食農政策研究への示唆─むすびにかえて

　批判的社会科学はそれぞれの領域が強みとする視点
と方法を用いて，主流の理解では「自然な秩序」とさ
れる社会構造やそれを支える規範の系譜（社会構築
性），それを成立させている権力諸関係を明らかにす
ることを重要な使命の一つとしている．批判的社会科
学はさらに，それぞれの領域が強みとする視点と方法
を用いて，対抗的ヘゲモニーの実践，対抗者による闘
技的な闘争の条件とプロセスを明らかにし，社会秩序
の変容（システム転換と社会変革）の可能性を展望す
ることにも貢献しようとする．それはきわめて規範的
で政治的な営みであるが，社会的なものは権力諸関係
なしに成立しえない以上，社会的なものをめぐって生
起する諸問題に対して「中庸」はありえない．もし

「客観性／科学的合理性」言説を弄して傍観者の立場
を決め込むのであれば，それはそうした政治的立場を
表明したに過ぎないのである．
　もちろん，単に権力諸関係に対する規範的立場，社
会変革に向けた政治的態度を表明すれば済む話では当
然ない．規範性を重んじる批判的社会科学も科学とし
てのディシプリンを名乗る以上，社会秩序の変容を求
める根拠（人間自然・土地自然と社会秩序・経済制度
との矛盾），システム転換と社会変革を進める主体

（構造と主体の関係性や社会的実践の役割），その方法
や経路（オルタナティブな実践と既存レジームとの関
係性）に関する理論や概念を提示することが求められ
るし，実際に様々な理論や概念が編み出されてきた．
それらを国内学会でも貪欲に吸収し発展させていく必
要があるだろう．その具体的検討は今後の課題とし，
ここでは批判的食農政策研究の方向性と批判的食農政

策研究者の役割を考える上で示唆的と思われる，Mi-
chael Burawoy（2005）の公共社会学（public sociolo-
gy）を最後に紹介したい．
　彼の議論（註 7）を社会科学全般に読み替えると，
次のようになる．まず「批判的社会科学」はこれまで

「専門社会科学」において不問に付されてきた価値前
提を反省的に問い直すことを通じて，その研究営為を
望ましい社会を実現するための営みとして積極的に方
向づけようとしてきた．「公共社会科学」はさらに，
そうした反省的知識を，専門家集団のためだけではな
く，公衆のために提示する，つまり市民社会への応答
責任を果たすための社会科学として自らを措定するも
のである．これを敷衍すれば，批判的食農政策研究は，
主流の政策言説に絡みとられ，それゆえ脱政治化しが
ちな食農政策研究をあらためて政治化すること，そこ
で不問に付されてきた価値前提を反省的に問い直すこ
とを重要な作業の一環とすべきだということである．
さらに，持続可能なシステムへの転換という，きわめ
て規範的で政治的な営みに，現行システムの矛盾とオ
ルタナティブ実践の最前線である食と農の当事者コ
ミュニティに寄り添いながら，自ら積極的に関わって
いくこともまた，批判的食農政策研究の一部であるべ
きだということである．
　こうした考え方は，Douglas Constance（2009）が
提示した Emancipatory Question の議論とも重なる．
彼は農業社会学（註 8）が課題としてきた Agrarian 
Question（農民及び農村コミュニティの生活の質に影
響を及ぼす農業構造の変化への批判的視点），Envi-
ronmental Question（環境の質に影響を及ぼす農業の
近代化・工業化への批判的視点），Food Question（食
料の質に影響を及ぼす慣行的食農システムへの批判的
視点）という三つの問題に加えて，社会正義と市民的
権利，社会的・経済的・環境的な公正性と持続可能性
をめぐる問題に正面から取り組む姿勢を，彼は「構造
的な支配と抑圧からの解放」を意味する emancipa-
tion という言葉で表現した．彼はまた，この Emanci-
patory Question に対峙する社会科学者の姿勢と使命
を，上述した意味での「公共社会科学者」と表現し，
社会運動をより大きな政治経済構造や歴史潮流の中に
位置づけるとともに，そのために必要な「社会学的想
像力」（Mills, 1959＝2017）の醸成に貢献すべき「有
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（註 7）　公共社会学の考え方については，土場（2008）を参照した．但し，土場は Burawoy の議論を批判的に論じて
いる．

（註 8）　ここでは「新しい農業社会学」や「農業の（新しい）政治経済学」と呼ばれる，主流の農村社会学から分岐し
た批判的農業問題研究の潮流を指す．
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要旨：食料保障危機，栄養危機，気候変動危機に直面する現行の食農システムの問題性は国際社会の共
通認識となっている．しかし，それをどのように・誰の手によって・どの方向に転換していくかをめぐ
り大きな齟齬と対立が存在する．本稿では，批判的政治経済学と批判的言説分析に依拠しながら，グ
ローバル食農ガバナンスをめぐるヘゲモニー言説の傾向と問題点を析出するとともに，対抗的ヘゲモ
ニーの実践の可能性を探るため，食料主権・アグロエコロジー論と世界食料保障委員会の挑戦ならびに
都市圏フードシステム論とフードポリシーカウンシルの挑戦に注目する．最後に，批判的食農政策研究
のあり方，批判的食農政策研究者の役割について示唆を与える．

キーワード：食農システムの転換，グローバルガバナンス，ヘゲモニーと対抗的ヘゲモニー，言説と言
説的権力，政治経済学
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