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セッション１　グローバル化時代における食，農，地域産業
【研究論文】
第１報告

食と農におけるグローバル化の進展と家族農業

関 根 　 佳 恵＊

Family Farming and Development of
Globalization in Agriculture and Food

Kae SEKINE＊

Employing the context of the growth of agri-food globalization and its negative consequences 
on family farming, this paper analyzes three substantive dimensions. First, it reviews existing 
contributions on the globalization of agri-food. Second, it illustrates the difficulties experienced by 
family farms under globalization and international institutions and national governments’ recent 
support and expectations. Third, it discusses the limits of cooperative-based anti-globalization 
proposals centered on the concepts of locality. The paper further maintains that family farms are 
an important component and ally of cooperatives and a relevant factor in the struggle to change 
the contemporary socio-economic system.

１．はじめに

日本の食や農の分野においても，グローバル
化の進展が認識されて久しい。海外からは，農
産物や食品（モノ）の輸入が増加しているだけで
なく，外国人研修生や実習生（ヒト），および外
国資本による投資（カネ）も押し寄せるように
なっており，食と農のグローバル化は新たな局
面を迎えている。

今日，現代の食と農に関する研究の多くがグ
ローバル化の下で起こる現象を研究対象として
いるが，多くの場合，グローバル化は経済発展
の中で必然的に生じる与件とされ，その過程自

体が問い直されることは少ない。グローバル化
を自然現象のようにとらえることは，グローバ
ル化を脱政治化することである（Steger 2003）。
本稿は，グローバル化に関する議論の整理を行
い，その過程を批判的に検討することを第一の
課題とする。

グローバル化の下で危機に直面しているのが
家族農業である。家族農業は，古典派経済学の
時代から議論の俎上にのぼってきたが，20世
紀後半に経済成長や都市化，グローバル化が進
展すると，それによる家族農業の変容や縮小が
注目されるようになる。例えば，Gasson and 
Errington（1993）は家族農業の定義やその未来
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を論じ，椎名（1987）および中安ら（1994）は家
族農業の国際比較を通じて，家族農業が直面す
る共通の課題や異なる対応方向を明らかにして
いる。Bonanno（1987），金沢ら（2003），および
須田（2006）は，家族農業が縮小傾向にあるにも
かかわらず存続し続ける理由を示している。ま
た，村田（2004）は，家族農業の再編と農業協同
組合の相互関係を世界各国の事例を用いて分析
している。さらに，2008年の世界食料危機以降，
家族農業の役割と可能性を再評価し，積極的に
支援する国際的潮流が生まれており，海外の学
界では，家族農業に関する研究が盛んになって
いる（Bosc 2015, Sourisseau 2015）。本稿では，
こうした動向に学び，家族農業をめぐる状況の
変化とその背景を明らかにし，その役割につい
て検討することを第二の課題とする。

２．食と農におけるグローバル化の進展

（１）グローバル化をめぐる論点
グローバル化をめぐって，これまで多くの論

点や対立する見解が示されてきた。本項でその
全てに言及することはできないが，既知の概念
とされているグローバル化について主要な論点
を整理し，グローバル化の脱与件化を試みる。

多くの文献で論じられているグローバル化と
は，ヒト，モノ，カネ，情報が国境を越えて移
動するボーダーレス化であり，特に1990年代
の旧社会主義諸国の体制崩壊により，世界中で
市場化が急速に進んだ過程を意味する場合が多
い。しかし，グローバル化に関する文献を紐解
くと，こうした理解が極めて限定的なものであ
ることがみえてくる。

第一に，グローバル化は90年代以降に進展し
たとされることが多いが，政治学，経済学，社
会学およびそれらの領域にまたがる分野の研究
者たちは，グローバル化をより長い歴史的流れ
の中でとらえている（Bonanno and Constance 

2008, Held 2000, Steger 2003）。世界規模の人
類の移動は先史時代から始まっており，文明間
の交易は紀元前にさかのぼる。中世には世界宗
教が登場し，文化，技術，商品は，ときに疫病
の伝播もともないながら世界各地へ拡がった。
15世紀に大航海時代がはじまると，新大陸の「発
見」によって国際交易が活発化し，18世紀以
降の資本主義社会と金融資本主義の発展にとも
なって，国際市場が形成される。さらに，1980
年代に入ると主要先進国で新自由主義的政策が
とられるようになり，市場原理主義や規制緩和
政策等をともなう新自由主義的グローバル化が
はじまる。論者によって時代区分は若干異なる
が，ここではグローバル化が20世紀末に突如と
して現れた現象ではないことを確認しておきた
い。すなわち，私たちが今日，「グローバル化」
というときに意味している「新自由主義的グ
ローバル化」と「グローバル化」は同義ではな
い。しかし，人類史とともに展開してきたグロー
バル化は，継続性を持った現象であると同時に，
その過程は質的変容をともなっていることも
指摘されている（Bonanno and Constance 2008, 
Held 2000, Steger 2003）。特に，新自由主義的
グローバル化の時代に入り，グローバル化の過
程はそれまでにない規模と深度で世界各国・地
域の経済，政治，文化のあり方に影響を与える
ようになっていることは事実である。また，こ
うしたグローバル化の過程は，歴史の偶然性に
も大きく影響を受けており，単線的な過程でも
世界中で均等に生じる過程でもない。グローバ
ル化とは，不可避あるいは不可逆的な過程では
なく，人間の社会的選択の所産である（HLPE 
2013）。

第二に，グローバル化とは，科学技術および
生産力の発展段階に照応した規模の市場を求め
る運動であるが，社会の不安定化と危機をくり
かえしともなう矛盾をかかえたプロセスでもあ
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る（Steger 2003）。こうした社会の不安定化や
危機をもたらすグローバル化に対して，今日で
は世界各地から異議申し立てがなされており，
レジスタンスが世界規模でネットワーク化され
ている（Hardt and Negri 2004, Hart-Landsberg 
2013, Steger 2003）。レジスタンスの広範な展
開は，新自由主義的グローバル化の社会的正当
性が危機に直面していることを表している。し
かし，グローバル化に意義を唱える運動は一枚
岩ではなく方向性も多様である。ATTAC（１），
スローフード，産消提携，CSA（２）といったグ
ローバル化に対して自覚的かつ組織的な抵抗運
動が展開される一方で，他方ではローカリズム
やナショナリズム，民族主義や宗教原理主義の
台頭も著しい。その中で注目すべきは，2008年
の金融危機以降，反グローバル化というよりも
格差社会を生み出す現在の経済制度に対する抵
抗運動（「ウォール街を占拠せよ」運動や99％運
動等）が世界各地に広がっている点である。

（２）食と農におけるグローバル化
国際的な商品貿易率の低さから，長年，農産

物や食品はグローバル化が遅れた部門とされて
きた。しかし，輸送技術の進歩や輸出向け農産
物・食品の生産拡大により，今日ではこの分野
でもグローバル化が進展している。河村（2012）
は，グローバル化の下で生じる投入財（資本，
土地，労働力）と産出財（農産物・食品）の流動
性の違いが，農業生産部門のグローバル化対応
を難しくしていると指摘する。また，貿易率で
は量れない農業生産過程のグローバル資本によ
る包摂過程を注視する必要がある。グローバル
化の進展により多国籍アグリビジネスによる食
料・農業市場の統合化と集中，寡占化が進んで
おり，商品連鎖および価値連鎖が国境を越えて
広がる時代になっている。そうした意味にお
いて，今日の食と農は最もグローバル化が進

んだ分野のひとつである（Sekine and Bonanno, 
coming soon）。

食と農におけるグローバル化は，そのポジ
ティブな影響よりもネガティブな影響が議論さ
れることが多い。日本では，貿易自由化によっ
て安価な農産物や食品の輸入が急増し，食品安
全の問題を引き起こすだけでなく，国内市場の
農産物・食品価格の低迷を引き起こし，農業や
中小加工業者の再生産活動を疎外していること
が社会的問題となっている。特に農業経営者の
高齢化や担い手不足は，農村地域における限界
集落や鳥獣害の増加，農業の多面的機能の低下，
食料自給率の低下等につながり，負のスパイラ
ルに陥っている。

それでは，食と農のグローバル化によるポジ
ティブな影響とは何か。この分野のグローバル
化を推進する立場の論者は，グローバル化は貿
易を促進し，「農村所得の倍増」をもたらすと
主張している。さらに，安価な輸入品の流入や
労働力の移動による生産コストの削減により，
農産物や食品の小売価格が低下すれば，消費者
の「利益」になると謳われる。しかし，問われ
るべきは，こうした社会のあり方が持続可能な
ものであるか，また仮に経済的に望ましくても
社会的に望ましいのかという点である。むしろ，
食と農のグローバル化によるポジティブな影響
とは，グローバル化に異議申し立てをする社会
的勢力のネットワークが世界中に広がり，周縁
化された社会グループの解放の機会が拡大する
ことである。

食と農のグローバル化の事例として，米国系
多国籍アグリビジネスのドール・フード社によ
る日本農業への参入と地域農業への影響を検討
しよう。ドール・フード社は，バナナ等の青果
物の生産，加工および流通に携わる多国籍企業
である。その日本子会社ドールは，2000年以
降，日本全国10ヶ所でフランチャイズ型農業
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生産法人を組織化し，合計800ha以上の農地で
ブロッコリーやパプリカ等の生鮮野菜の生産を
行っている（株式会社ドール2015）。同社は，北
海道から九州まで全国各地で農業生産を開始し
たが，鹿児島県出水市では参入後わずか３年で
撤退し，企業誘致に熱心であった長崎県五島市
へ産地移転を行った（関根2008）。また，2008年
のリーマンショックで米国本社の経営が事業不
振に陥ると，同社は宮城県登米市の施設野菜生
産で生産計画を大幅に縮小した（関根2013）。さ
らに，米国本社は日本子会社を含むアジアの青
果物事業全体を，2013年に伊藤忠商事に売却し
ている。このように，今日の日本の地域農業は，
グローバルな経済事情や外資系多国籍アグリビ
ジネスの経営判断の影響を受けている。

３．グローバル化時代の家族農業

（１）家族農業をめぐる論点
家族農業は国によって定義が異なり，統計区

分も異なるため国際比較をすることは容易では
ない（３）。家族農業について論じる際に注意し
なければならないのは，その担い手は圧倒的に
小規模な家族農業経営が多いとはいえ，一戸一
法人や株式会社化している経営もあり，一様で
はないということである（４）。こうした点には
留意が必要だが，本稿では近年，国際社会が注
目している小規模な家族農業に焦点をあてた
い。ここでいう小規模な家族農業とは，単一ま
たは複数世帯の家族によって営まれている農業
であり，農家の家計と農業経営が未分離の家族
労働力を主とする農業である。

HLPE（５）（2013）によると，こうした家族農業
を営むのは兼業農家が圧倒的に多く，自然災害
や経済的リスクからのレジリエンス（回復力）を
有している。また，家族が農業生産の単位であ
ると同時に消費の単位であり，それが家族農業
の弾力性につながる場合もあれば，脆弱性につ

ながる場合もある。家族農業は，時代の中でつ
ねに変化する存在であり，地域経済やコミュニ
ティとのつながりが強い，団結力を持った存在
でもある。さらに，家族農業においては女性経
営者や女性労働力が重要な役割を果たしている
ことも指摘されている。

家族農業は，その経営の小規模性から生産効
率性が低いと評価されることが多く，兼業化す
るのは農業経営として自立するための効率性を
欠いていることの証左であるといわれる。しか
し，実際には，小規模経営は大規模経営に比べ
て単位面積当たりの生産量が多い傾向にある

（HLPE 2013）。特に労働集約的な栽培が行わ
れる野菜や果実の生産において小規模な家族農
業の優位性は高く，高品質・高付加価値型の作
物生産においては，単位労働時間当たりの生産
性を比較しても，生産額ベースで小規模家族経
営が高い生産効率性を発揮する。さらに，小規
模家族農業は化石燃料への依存度が低く，水資
源や土壌の収奪的な利用，環境負荷の大きい農
薬・化学肥料および遺伝子組み換え等の新品種
に対する依存度も低いため，持続可能な農業生
産モデルに最も近い存在として再評価されてい
る（HLPE 2013）。もちろん，家族農業がこう
した潜在的効率性を十分に発揮するためには，
そのための環境整備と投資が必要である。国連
はそのための家族農業への国際的支援を求めて
いる。

それでは，潜在的な効率性を有すると評価さ
れている家族農業に対する支援は，なぜこれま
で十分に行われてこなかったのか。その主な要
因として，今でも広く流布している古典的な経
済決定論の影響があげられる。近代経済学にお
いても，マルクス主義経済学においても，小
規模な家族農業経営は市場競争の中で淘汰さ
れ，大規模農業経営と農業生産から退場して都
市の賃金労働者になる者とに二極分解し，やが
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ては消滅するというセオリーが展開され，それ
は歴史の必然であると考えられてきた（HLPE 
2013）。確かに，戦後の日本が経験したように，
OECD諸国では経済発展にともなって農業経営
体数は減少し，一戸当たり経営規模は拡大して
きた（図１）。ところが，近年著しい経済成長を
遂げた新興国の農業構造をみてみると，OECD
諸国とは明らかに異なる推移を示している。す
なわち，農業経営体数は増加し，一戸当たり経
営規模は縮小傾向にあるのである。このように，
今や，戦後の世界が目指してきた経済発展モデ
ルは欧米やアジアの一部の国にしか当てはまら
ないことが広く認識されるにいたっている。家
族農業の未来を脱政治化することなく，人間の
社会的選択の領域の問題として問い直す必要が
ある。

（２）グローバル化時代の家族農業
2010年の農業センサスによると，日本の農業

経営体の98％が家族経営体である。しかし，先
に述べたように家族農業の定義や統計項目は世
界的に統合されていないため，国際比較は困難
である。家族農業の実態把握とそれにもとづい
た適切な政策策定のために，世界全体で統計を
整備することは急務であるが，ここでは，比較
可能な81カ国（2012年）の小規模農業に関する
データを検討したい。図２によると，これら
81ヵ国の農業経営体数に占める１ha未満の経
営体数の割合は全体の73％におよび，２ha未
満の経営体数は全体の85％を占めている。日本
では，それぞれ56％と80％となっている（2010
年農業センサス）。また，経営規模別の農業経
営体数の割合を地域間で比較してみると，アジ
アやアフリカ諸国では２ha未満層が全体の約
８割を占めており，ヨーロッパでも５ha未満
が７割，10ha未満が９割を超えている。米国
大陸やオセアニアの農業構造が世界的に普遍性
を持っているわけではないことがわかる。

図１　主要国における農業経営体数と経営規模の推移（1930～2000年）
出所：参考文献９より転載。
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今日，家族農業には大きく分けて２つの役割
が期待されている。第一の役割は，食料供給を
通じて国，地域，家庭の各レベルにおける食料
保障の基礎を提供することである。2008年の食
料危機の際に，購入食料に依存する小規模農業
生産者が栄養不足に陥ったことから，自給的農
業を発展させることの重要性が認識されるよう
になっている。また，都市部の消費者への食料
供給においても，家族農業は重要な役割を期待
されている。

第二に，家族農業は農業の多面的機能を維持・
発展させることを期待されている。日本では，
多面的機能というと国土保全，環境保全，生物
多様性や景観の維持，食文化や伝統芸能等の文
化遺産の保護や伝承が強調されることが多い。
しかし，生業としての家族農業が農村空間に広
く分布していることによって，農村地域におけ
る雇用創出（６）や貧困削減，社会統合，空間的・
社会的不平等の是正がはかられている意義は大
きい。

多くの社会的・経済的役割を期待される家族
農業であるが，グローバル化の進展によって世
界規模の市場競争にさらされるとともに，農産
物や農業資材の価格乱高下といった経済的リス

ク，ランドグラブとよばれる国際的な農地争奪
戦，グローバルな地球環境問題に直面し，危機
的状況に置かれている。さらに，アグリビジネ
ス資本によって農業生産過程が包摂され，農場
外資源への依存が高まっており，契約農業の発
展によっても家族農業の自立性が脅かされてい
る。特に，このような家族農業の脆弱性が国際
社会の注目を集めたのは，2008年の食料危機
のときであった。食料や原油の価格高騰と経済
危機が重なり，多くの家族農業経営が食料難に
陥ったためである。家族農業が置かれている状
況の改善なくして，国連がミレニアム開発目標
で掲げた貧困や飢餓の撲滅も，持続可能な農業
も実現できないことを国際社会は認識し，今，
各国に具体的行動を求めている。

このように，家族農業が危機と可能性の狭間
にあることを踏まえつつ，国際機関は2010年頃
から家族農業や小規模農業をテーマとする国際
会議の開催を重ねてきた。2014年の国際家族農
業年の設置は，グローバル化の時代に家族農業
が国際社会から再評価されていることを裏付け
ている。さらに，米国は国際家族農業年国家委
員会を設置し，EUの農相会合では家族農業が
EU農業のモデルの基礎であると発表した（2013

図２　81カ国における経営規模の多様性
出所：参考文献９より転載。
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年）。フランスでは家族農業を支持するパリ宣
言を発表し（2014年），スペインは家族農業法を
国会で審議中である（2015年）。日本では農林水
産省が後援をして「土と平和の祭典」やNHK
のTVシンポジウム（いずれも2014年10月）を開
催している。安倍首相は，2014年３月の通常国
会で，国際家族農業年にかかわる野党の質問に
対し「家族農業をしっかり支援していきたい」
と述べた。しかし，TPP交渉が進められ，農
業分野における日本の大幅な譲歩が報道される
中，日本における家族農業の議論は緒についた
ばかりだといえる。

４．家族農業と協同組合運動

（１）グローバル化の下での危機
グローバル化の下で危機に直面しているのは

家族農業だけではなく，協同組合もまた大きな
試練を受けている。日本における昨今の農協「改
革」だけでなく，世界的な規制緩和による市場
競争の激化，協同組合の株式会社化や多国籍企
業化，高齢化や組織率の低下，学習活動の停滞
による協同組合運動の低迷なども新自由主義的
グローバル化との関係で生起する問題である。
このような情勢の中で，協同組合運動と家族農
業は，いかなる関係を築くことができるだろう
か。本来，小規模な家族農業は，農村社会にお
いて農業協同組合の存立基盤である。また，農
業協同組合は小規模な家族農業を組織化して，
規模の経済や範囲の経済を追求するだけではな
く，その政治的声を高める役割を担っている。
生活協同組合にとっても，都市と農村の社会統
合を実現し，社会の安定化をはかる観点から，
家族農業を基盤とする農業協同組合との連携が
重要な意味を持っている。家族農業の担い手を，
新たな協同の主体として発展させる契機と可能
性が広がっている。

（２） 「対処」「対抗」を超えて－メゾ領域にお
ける協同が何を目指すか－

グローバル化が進展する中で，メゾ領域にお
いてどのような協同を展開するのか，その協同
を誰が担うのかが問われている 。メゾ領域は，
グローバル化に「対処」ないし「対抗」する運
動を形成するための空間として論じられること
が多い。しかし，メゾ領域における主体として
の協同組合が，今日その運動において目指すべ
きは，グローバル化から個人や世帯，地域を守
る「シェルター」の役割を果たしたり（対処），
新自由主義的グローバル化に対するオルタナ
ティブを提案すること（対抗）なのだろうか。否，
協同組合運動の方向性は，現在の経済制度，社
会制度（メインストリーム）に対するオルタナ
ティブの提示に終わることなく，メインスト
リームを転換する芽を育てることに見出すべき
ではないだろうか。Harts-Landsberg（2013）の
言葉を借りれば，乗り越えるべきはグローバル
化でも新自由主義でもなく，資本主義そのもの
である。そのためには，協同組合運動における
学習活動の見直しが急務である。学習なき運動
は，食べずに働くことに等しく，いずれは息絶
えてしまうだろう。

５．おわりに

国際社会で家族農業に関する議論が活発化し
ているが，日本において，家族農業が政策やメ
ディア等で語られることは未だに少ない。それ
は，家族農業に関する議論が，必然的に政治問
題につながるからであろう。しかし，「家族農
業の消滅」という経済決定論を脱与件化し政治
化することが，今日求められている。家族農業
を論じることは，すなわち社会全体のあり方を
問い直すことにつながる。

最後に，食と農のグローバル化の事例で紹介
した多国籍アグリビジネスに関するエピソード
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で本稿を閉じたい。ドールが全国的に農業生産
法人を組織化した際，熱心に誘致活動を行った
のは，離島や中山間地域の自治体であった。フッ
トルースな多国籍企業の投資引き上げと産業空
洞化の問題を1990年代に経験済みの日本の農
村社会が，なぜ未だに社会的正当性を失ったは
ずの経済モデルに固執するのだろうか。このこ
とは，こうしたモデルにすがらなければならな
いほど，オルタナティブが存在していないこと
を意味している。オルタナティブの提示にとど
まらず，現在の発展モデルを超える社会的正当
性のあるモデルを，協同組合運動は提示するこ
とができるだろうか。新しいモデルを提示する
ための理論と運動が求められている。

注
（１ ）ATTAC（Association for the Taxation of 

financial Transaction for the Aid of Citizens）は，
1998年にフランスで組織化され，世界に広がっ
た反グローバル化運動である。新自由主義的グ
ローバル化に反対し，市民の支援を目的に金融
取引への課税（トービン税の導入）を求める運動
等を行っている。

（２ ）CSA（Community Supported Agriculture）は，
日本の産消提携をモデルとして欧米で広がって
いる運動である。

（３ ）例えば，米国では「家族農場」（family farm）
は「経営者および経営者と血縁や婚姻でつなが
る個人によって所有された農場」と定義してい
る（HLPE2013）。さらに，一定以上の農産物販売
と所得があり，経営者が農場を管理し，農業経
営に十分な家族労働力を有していること等とし
ている。ブラジルでは，「家族農業」（agricultura 
familiar）は自治体で決められる標準農地面積の
４倍よりも小規模な経営であり，家族労働力を
主に利用していること，経営者とその家族によっ
て経営されていること等と定めている。

（４ ）新山（2014）は，家族農業経営が多様化してい
ることをふまえて，農家の家計と農業経営の分
離の度合いや農場の所有と経営のあり方による
分類をおこなっている。

（５ ）HLPE（国連世界食料保障委員会専門家ハイレ

ベル・パネル）は，2010年に設置された国連世界
食料保障委員会の諮問組織である。HLPEは2011
年以降，食料保障に関する報告書を発表してい
る。筆者は2012-13年にHLPEの委員として報告
書（参考文献９）の執筆に携わっており，本稿執
筆の上で議論の参考にしている。

（６ ）ここでいう雇用創出とは，賃金労働だけでは
なく，自らを雇う自営業としての農業経営を含
む。

（７ ）本シンポジウムのテーマに掲げられている「メ
ゾ領域における協同の主体形成」については，
本論文で十分論じることができなかったが，今
後の研究課題としたい。
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