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はじめに
自由貿易の拡大とグローバル資本主義の下での食料へのアクセス
第 2 次世界大戦後の世界貿易の拡大は、GATT/WTO（世界貿易機関）と
IMF（国際通貨基金）の枠組みの中で進行してきた。WTO 加盟国・地域は
164、IMF 加盟国数は189（いずれも2016年現在）であり、世界のほぼ全ての
地域をカバーする国際機関となっている。
WTO の目的は、WTO 設立協定前文に記されている「生活水準の向上、
完全雇用の確保、高水準の実質所得及び有効需要の着実な増加、資源の完全
利用、物品及びサービスの生産及び貿易の拡大」であり1）、その達成のため
の方法として、協定では、関税以外の貿易障害を原則的に禁止し、国際貿易
関係における差別待遇を廃止する（最恵国待遇，内国民待遇）等の基本的
ルールを規定している。近年では、WTO 協定を基礎に、より高度な関税撤
廃・削減やサービス貿易の自由化などを目的に地域間・ 2 国間の経済連携協
定（EPA）や自由貿易協定（FTA）が多数締結されるに至っている。自由
貿易の対象は物財に限らず、広くサービスにも及んでいる。WTO がその掲
げた目的に合致して機能していないのではないかとの疑問や批判も広く世界
の農民運動や社会組織から挙がっている2, 3）。
IMF の目的は、加盟国が通貨協力して為替相場の安定を促進し、国際金
融危機への対応など国際金融秩序を維持し、また為替制限を撤廃することに
よって世界貿易拡大をはかり経済成長を促進するということである。しか
し、アメリカ・イギリスが先駆者となり1980年代に本格化した資本移動自由
化の世界的進展には IMF も深い関わりがあるとされ4）、その結果誕生した
「グローバル資本主義」体制の下では、1997年のアジア通貨危機を契機とし
た世界的信用不安・金融危機、2008年のアメリカ発リーマン・ショックな
ど、世界的連鎖の金融危機が発生して、金融以外の実業の世界にも多大な影
響が及んでいる。こうした金融危機の発生には、膨大な投機的資金を含む資
本が、短期に移動を繰り返し、その移動操作は情報通信技術を介して一瞬に
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して完了する時代に入っていることも関係しているだろう。
このようなグローバル資本主義と自由主義貿易体制の中で、我々の食料へ
のアクセスとそれを主として支える日本農業をどのように考えるべきなのだ
ろうか。全ての人に生きる権利があり、それは基本的人権の最も基底をなす
権利であることを前提として、考えてみたい。

我が国の WTO 協定参加と派生的自由貿易グループの形成
WTO 協定（関税及び貿易に関する一般協定）と「農業に関する協定」への参加
【WTO 協定の概要】
WTO 協定では、前述のように関税以外の貿易障壁を原則禁止している
が、「数量制限の一般的廃止の原則」が盛り込まれ、加盟国は輸出入の数量
制限措置を廃止することが義務づけられた。但し、後述する「農業に関する
協定」では、「譲許表」に基づく国内助成措置や特定の条件下での農産品の
輸出数量の制限が認められている。関税に係る原則では、加盟国は相互間の
「譲許表」に基づき譲許を遵守し、相互的かつ互恵的な多角的交渉によって、
さらに関税引下げを図ることになった。アンチ・ダンピング措置、補助金相
殺措置、セーフガード措置などの例外措置や、環境、持続性、途上国などに
配慮した措置ももうけられてはいるが、唯一の合法的措置である関税につい
ても、農産物を含めて切り下げ圧力が将来に亘って続くことになった。
【「農業に関する協定」交渉の結果概要】
ガット・ウルグァイ・ラウンド農業交渉は、1986年９月のガット閣僚会合
で採択された閣僚宣言に基づき開始され1993年12月に終結した。合意内容の
概要は、各国が、国境措置、農業国内支持、輸出競争の 3 分野について1995
年から2000年の 6 年間で下表のように保護水準を引き下げるものであった。
国内支持については、①基本的には、削減対象、相殺関税、相殺措置のい
ずれの対象ともならない政策（緑の政策）、②相殺関税や相殺措置の対象と
なるが削減対象ではない政策（青の政策）、③削減対象となり、相殺関税や
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保護区分

削減対象

削 減 方 式（ 6 年間）

国内支持

価格支持、補助金等

農業保護相当額を20% 削減

関税

農産物全体で平均36%
（品目毎に最低15%）削減

輸入制限等
（非関税障壁）

原則として全ての輸入制限等を
関税化し、関税と同様に削減

輸出補助金

金額で36%、対象数量で21% 削減

国境措置

輸出競争

相殺措置の対象ともなる政策（黄の政策）に分類された。価格下支えのよう
な生産刺激と過剰生産につながる政策（黄の政策）は禁止されたが、市場価
格に直接影響しない、生産とデカップリングされた直接支払い政策（緑の政
策）は許容された。ウルグァイ・ラウンド農業交渉の背景や交渉過程と問題
点については、詳細な解説がある5）。
以上のような合意に至る交渉期限の末期にあっても、日本政府は食料安全
保障等の非貿易的関心事項の見地からの関税化の例外を求めていた。特に米
の保護を意識した要求であろう。交渉相手国の同意が得られないまま期限が
迫り、グループ議長の調停案（例外を認める条件には、「ミニマム・アクセ
スは初年度 4 ％と、各年0.8% ずつ増加し、 6 年度目には 8 ％とする。」
「実施
期間の途中で関税化する場合には以降のミニマム・アクセスの増加は通常の
関税化の場合と同様0.4% とする。」が含まれていた。）が示され、日本政府
はこれを受け入れた。
米の保護措置の関税化に抵抗を重ね、結果的にミニマム・アクセス米を国
内消費量の約 4 ～ 8 ％認めることで関税化が 6 年間猶予された。
【「農業に関する協定」実施の影響】
ミニマム・アクセス枠は全量輸入が義務というわけではなかったが、米が
国家貿易品目であることから日本政府は輸入機会を提供する義務があるとの
理由で枠内の全量を輸入した。ミニマム・アクセス枠の上乗せは米余りの状
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態が続く日本にとって「不合理」の上乗せであり、財政負担も大きくなるこ
とから、期間途中の1999年から関税化に移行した。ミニマム・アクセス米と
して輸入された米は、当初は42.6万トンでその後徐々に増え、2000年に76.7
万トンになり、現在もその水準が続いている。
多量のミニマム・アクセス米輸入については、立場の違いを超えて否定的
疑問が出された。自由貿易を農産品に適用すること自体に反対する側からは
自由貿易主義から生じた不合理として、自由貿易主義を主張する側からは農
業保護自体が生んだ不合理として、また、自由貿易体制の中で農業保護や食
料自給の重要性を考慮しようとする側からは農業体質強化策や保護政策の不
適切として批判が出された。
小麦、乳製品、牛肉などの肉類、オレンジなどの果物や果汁等、多くの農
産品についても合意に基づいた措置が進行し、畜産農家多数の廃業やオレン
ジ生産量・国産果汁の激減等、深刻な打撃も生じた。
【「農業に関する協定」締結後の農業に対する保護的政策の変更について】
ウルグァイ・ラウンド農業合意後にアメリカや EU は国内支持政策につい
ては、黄の政策を極力削減し緑の政策を拡充していった。これにより国境措
置（関税など）による国内保護の削減も実施しやすい条件を整えた。これに
対して、WTO ドーハ・ラウンド（2001年開始決定）農業交渉開始までには
日本の保護政策の改革は進まず、関税依存度の高い保護体制のまま交渉に臨
むこととなったが、その後、2010年代中期前後から緑の政策に分類される直
接支払交付金の拡充が進められている。
【食糧の輸出の禁止又は制限（数量制限の特例）について】
農業に関する協定の第六部に「第十二条
律」がある。その内容は以下の通りである。

輸出の禁止及び制限に関する規
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輸出の禁止及び制限に関する規律

１．加盟国は、1994年のガット第十一条 2 (a) の規定に基づいて食糧の
輸出の禁止又は制限を新設する場合には、次の規定を遵守する。
(a) 輸出の禁止又は制限を新設する加盟国は、当該禁止又は制限が
輸入加盟国の食糧安全保障に及ぼす影響に十分な考慮を払う。
(b) 加盟国は、輸出の禁止又は制限を新設するに先立ち、農業に関
する委員会に対し、実行可能な限り事前かつ速やかにそのような
措置の性質及び期間等の情報を付して書面により通報するものと
し、要請があるときは、輸入国として実質的な利害関係を有する
他の加盟国と当該措置に関する事項について協議する。輸出の禁
止又は制限を新設する加盟国は、要請があるときは、当該他の加
盟国に必要な情報を提供する。
GATT 第11条に規定されている 2 (a) の規定とは、数量制限の例外規定の
一つであり、「食糧その他輸出国にとって不可欠な物資が危機的に不足する
ことを防止・緩和するための一時的な輸出禁止又は制限」のことである。食
料の輸出制限は過去に発動されたこともあり、そのような事態は「想定外」
とは言えない。アメリカは1973年にダイズ・綿実とこれらの製品に輸出禁止
措置をとり、我が国も大きな影響を受けた。また、ソ連に対しては、1974年
と1975年に穀物販売の一時停止、1975年に穀物輸出の一時停止、1980年に農
産物輸出禁止の措置を執っている。2007～2008年の国際市場における穀物価
格の急騰に際しては、ベトナム、カンボジア、インドネシアなどが米や小麦
の輸出禁止を行った。2010年にはロシアが、干ばつによる小麦の減産により
小麦、大麦、トウモロコシの輸出禁止を行った。6, 7）
食糧自給率が供給熱量ベースで38% と低い状態が続く我が国では、このよ
うな事態を考慮しない食料安全保障政策は“安全保障”の名に値しないだろ
う。
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【衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS 協定）について】
WTO 交渉では、上記の農業保護の削減に関する交渉に加え、SPS 協定の
交渉が行われ、合意に達している。偽装された貿易制限となることを防止す
るという理由で、検疫、最終製品の規格、生産方法、リスク評価方法など、
食品安全、動植物の健康に関する全ての措置の基準が国際基準に基づいて調
和をとることが原則となり、国際基準より厳しい措置を採用する国には科学
的な説明責任が生じることになった8）。自由貿易のために、動植物や農産品
の安全に係わる基準を自国の視点で自由に決めることが難しくなったという
ことであり、今後の推移に注意を払う必要があるだろう。
TPP(11) と日・EU-EPA の発効
【TPP から TPP(11) へ】
当初、米国を含む12カ国の間で交渉が行われていた環太平洋経済連携協定
（TPP：Trans-Pacific Partnership Agreement）は、ブッシュ及びオバマ大
統領の時に、アジア地域における中国の台頭への対抗策として考え出された
といわれる。
2016アメリカ大統領選挙に際して、共和党大統領候補のトランプ氏は「ア
メリカ第一主義」の “Make America Grate Again (MAGA)” をスローガンと
し、オバマ大統領が日本を含む参加12カ国の署名にまで主導した TPP をは
じめ、既存の通商協定も含めて、アメリカ第一主義の観点から見直すことを
選挙運動の中で強く表明した。「自国第一主義」は、自由貿易主義や資本の
自由化の伸展により国境障壁が希薄化した企業活動・金融投資活動・貿易・
移民流入等で、格差拡大の中、生活の不安定化・貧困化、就労機会の喪失な
どの負の影響を受けている人々のフラストレーション解消と不利益脱却願望
に合致する響きがあり、そうした人々の投票行動を自己に有利に取り込もう
とする政党や政治家のスローガンにもなっている。
民主党大統領候補のヒラリー・クリントン氏も、オバマ大統領の政策を継
承するとしながらも、労働組合や民主党支持者の中に広がっていた TPP 反
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対論に押されて、選挙運動中に TPP については推進から反対に転じた。
TPP 反対論は、国内市場をターゲットに農業生産に取り組むアメリカ農民か
らも、安価な農産品の海外からの流入の脅威が増すと懸念され、反対されて
おり、大統領選挙直前には国民の反対は80% 弱まで広がっていたといわれる。
大統領当選後、トランプ氏は早々に（2017年 1 月23日）TPP からの永久離
脱を指示する大統領令に署名し、関係11カ国に離脱が通告された。トランプ
大統領は「TPP 離脱はアメリカの労働者にとって素晴らしいことだ。」と述
べたと報じられている。
TPP については、アメリカ国内に強い反対論があったほか、ニュージー
ランドや日本でも様々な観点からの反対論があった。自民党も当初は反対を
掲げ、選挙でも反対を訴えて農村部での支持を集めた。ポスターには「うそ
つかない。TPP 断固反対。ブレない。日本を耕す !! 自民党」と書かれていた
が、選挙終了後に政権奪還を果たすと推進に180°反転した。
反対の主な理由は、TPP 交渉が秘密交渉として進められ交渉内容が議会や
国民に交渉終了まで開示されなかったこと、締約国の原産品について例外な
く関税を撤廃することを原則として交渉が開始されていたこと、関税以外の
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貿易に関係する諸規則についても「非関税障壁」として撤廃や規制効果の低
減がもくろまれていたこと、投資家が「被害を受けた」と考えれば投資先国
家を仲裁裁判所に訴えることができる ISDS（Investor-State Dispute Settlement）条項が盛り込まれていたことなどであった。我が国の農業関係者や
消費者運動からは、WTO 以上の打撃や危険が予想されるとして強い反対が
続いた。交渉の対象には、物品貿易にとどまらず、サービス貿易、電子商取
引、税関手続き、投資・貿易などの技術的障害と衛生植物検疫、政府調達、
知的財産権などに関する取り決めも含まれていた。
米国が脱退した後も、残った11カ国はアメリカ離脱を受けて再協議し、
2018年 3 月に協定に署名した。合意内容の概要を次の表に示した。

TPP(11) の主な合意内容（2018年12月30日に発効）
米

豪州に無関税枠（最大8400トン）

日本への輸入

牛肉

関税（38.5%）を段階的に削減、16年目以降は 9 %

豚肉

低価格品の関税（1キロ482円）を段階的に削減、10年目以降は50円
高価格品の関税（4.3%）は10年目に撤廃

小麦

事実上の関税である輸入差益を 9 年目に45％削減
カナダに5.3万トン、豪州に 5 万トンの特別輸入枠

バター・
最大７万トン（生乳換算）の低関税輸入枠
脱脂粉乳
日本からの輸出

乗用車
酒類
水産物
牛肉

カナダが関税（6.1％）を 5 年目に撤廃
関税撤廃
ベトナムが関税を即時撤廃
カナダ、メキシコが段階的に関税撤廃

ルール

投資先の国による技術移転の要求禁止
貨物の迅速な税関手続き（原則48時間以内）
模倣品や偽造品への対応厳格化
（時事ドットコム【図解・行政】TPP11の主な合意内容（2018年10月）より作成）
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【TPP11の影響試算】
TPP 交渉が秘密交渉であったことから、TPP 交渉の過程では具体的な議
論が国会においてさえ妨げられた。TPP(11) 交渉大筋合意直後の2017年12
月に政府側から公表された農林水産物への生産額影響評価を見ると、次のよ
うに生産額は減少するが食料自給率には影響しないというものである。
2 ．試算の結果
関税削減等の影響で価格低下による生産額の減少が生じるものの、体質
強化対策による生産コストの低減・品質向上や経営安定対策などの国内
対策により、引き続き生産や農家所得が確保され、国内生産量が維持さ
れるものと見込む。
農林水産物の生産減少額：約900～1,500億円
食料自給率（28年度）への影響：
【28年度：供給熱量ベース38％、生産額ベース68％】→
【試算を反映したもの：供給熱量ベース38％、生産額ベース68％】
（農林水産省：農林水産物の生産額への影響について（TPP11））より

試算では、関税削減等の影響による価格低下で生産額は減少すると見込み
ながら、国内生産量は維持されると見込んでいる。競合品目について、輸入
量の増加が起こらなければ、このような見込みは成り立つかもしれない。し
かし、輸入量の増加が起こる場合には、輸入量増加分相当の国内消費量ない
し輸出量が増えなければ、国内生産量は維持されるとの推定は成り立ちにく
いように思われる。
TPP 発効は我が国からの農産品輸出拡大のチャンスであるとのキャンペ
インが政府側から為されている。上記の影響試算には輸出拡大の効果は見て
取れず、生産額減少額をカバーする規模にはならないのであろう。米余りの
状況の中、“WTO「農業に関する協定」” のミニマム・アクセス枠に続いて
オーストラリアに新たな米の無関税枠が最大8400トン提供された。畜産 ･ 酪
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農分野を含めて、農業分野に対する影響はマイナスになる可能性が予見さ
れ、注意深く見守る必要があるだろう。
【日・EU-EPA の主な合意内容】
2019年 2 月に発効が見込まれる日・EU-EPA の合意内容概要を次の表に示
した。
日欧 EPA の合意内容概要（2019年2月１日に発効）
牛肉

関税（38.5%）を段階的に削減、16年目には 9 %

豚肉

低価格晶の関税（最大１キロ482円）を10年目には
50円まで削減

チーズ

日本への輸入

チエダー・ゴーダ 16年目に関税（29.8%）を撤廃
カマンベール、
モツアレラなど

2 万トンの低関税輸入枠を新設
16年目に3.1 万トンに拡大し、枠内税率は撤廃

ワイン

関税（15% または 1 ㍑125円）を即時撤廃

パスタ

11年目に関税（ 1 キロ30円）を撤廃

チョコレート菓子

11年目に関税（10%）を撤廃

構造用集成材

8 年目に関税（3.9%）を撤廃

衣類

関税（最大13.4%）を即時撤廃

日本からの輸出

乗用車
自動車部品
カラーテレビ

関税（10%）を 8 年目に撤廃
ブレーキの関税（最大4.5%）などを即時撤廃
関税（14%）を 6 年目に撤廃

緑茶

関税（3.2%）を即時撤廃

牛肉

関税（12.8%+ 最大100キロ304.1ユーロ）を即時撤廃

ルール

農林水産品や酒類の地理的表示（GI）を相互保護
税関・貿易手続きを円滑化
日本の中核市が担う一定額以上の競争入札を EU 業者にも開放
投資保護と紛争解決の扱いについては切り離し、協議を継続
（時事ドットコム【図解・行政】日欧 EPA の合意内容（2018年7月）より作成）
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2019年 2 月に発効が見込まれる日・EU-EPA についても、農水省より農林
水 産 物 へ の 生 産額 影 響 評 価 が 同時に公 表された。 影 響は、 次のように、
TPP(11) の場合とほぼ同じとされた。
2 ．試算の結果
関税削減等の影響で価格低下による生産額の減少が生じるものの、体質
強化対策による生産コストの低減・品質向上や経営安定対策などの国内
対策により、引き続き生産や農家所得が確保され、国内生産量が維持さ
れるものと見込む。
農林水産物の生産減少額： 約600～1,100億円
食料自給率（28年度）への影響：
【28年度：供給熱量ベース38％、生産額ベース68％】→
【試算を反映したもの：供給熱量ベース38％、生産額ベース68％】
（農林水産省：農林水産物の生産額への影響について（日 EU・EPA））より

日・EU-EPA の影響額評価については、EU 側発表の数値との4.5倍にも上
る齟齬が指摘されており、影響が過少に評価されている可能性もある。政府
側は齟齬について具体的な説明をしていない。TPP(11) の場合と同様に関
税削減等の影響による価格低下で生産額は減少すると見込みながら、国内生
産量は維持されると見込んでいる。競合品目について、輸入量の増加が起こ
らなければ、このような見込みは成り立つかもしれない。しかし、輸入量の
増加が起こる場合には、輸入量増加分相当の国内消費量ないし輸出量が増え
なければ、国内生産量は維持されるとの推定は成り立ちにくい。
表には示されていないが、82% の農産品の関税が撤廃され、パスタやチー
ズなどＥＵの競争力が強い分野で TPP 水準以上の譲許を認めている。カマ
ンベール、モツアレラなどの 2 万トンの低関税輸入枠が新設され、ワイン輸
入関税は即時撤廃となった。TPP にはなかった品目にも影響が広がること
になり、競合分野は影響を避けられないだろう。
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TPP 離脱後のアメリカの対日要求
穀物や肉などの農産品を輸出するアメリカの農畜産団体は、アメリカが
TPP を離脱したことによって、オーストラリアなどとの対日輸出競争にお
いて不利になることを懸念し、トランプ大統領への対日交渉開始の要請を強
めていた。トランプ大統領は、多国間交渉よりも 2 国間交渉の方がアメリカ
に有利であるとして、日本車輸入関税の引き上げ計画を梃子に、対日交渉の
開始を日本側に要求した。2018年 9 月に安倍晋三首相はトランプ米大統領と
会談し、農産品などを含む 2 国間の「物品貿易協定」（TAG）の交渉開始に
合意した。アメリカ側は、TGA ではなくサービス分野なども含む FTA 交渉
と位置づけている。既に、日・EU-EPA では TPP を超える農産品の譲許も
あり、日米 2 国間交渉の開始で、日本農業が受ける負の影響がさらに大きく
なることが危惧されている。

生存権・食料への権利・農業と WTO
生存権・食料への権利・農業
いずれの国・地域の市民にとっても、生存に必要な要素の筆頭は水・食料
と平和であろう。健康な生存に必要な質と量の水 ･ 食料を日々確保すること
は、人間にとって最も基礎的な要請であり、その保障は生存権保障の土台で
ある。生存権は人権の最もプリミティブな一部である。世界的には国連の
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）」
（1966年採
択、1976年発効、160か国以上が批准）があり、人権としての生存権を具体
的な表現で規定している。「社会権規約」は国際法的な拘束力を持っており、
次の11条に記述される権利には、権利主体（権利の享受者、個々人）と義務
主体（権利享受を保障する義務を有する主体、批准した国家）が含意されて
いる9）。
「社会権規約」第11条
第 1 項 この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、
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衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活
条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国
は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このた
めには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを
認める。
第 2 項 この規約の締約国は、すべての者が飢餓から免れる基本的な権
利を有することを認め、個々に及び国際協力を通じて、次の目的
のため、具体的な計画その他の必要な措置をとる。
  (a) 技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に
関する原則についての知識を普及させることにより並びに天然
資源の最も効果的な開発及び利用を達成するように農地制度を
発展させ又は改革することにより、食糧の生産、保存及び分配
の方法を改善すること。
  (b) 食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要
（needs）との関連において世界の食糧の供給の衡平な分配を
確保すること。
ここでは、「相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準」と
その改善、また飢餓から免れることが権利として規定されている。日本を含
む全ての締約国は、自国民にこのような権利の享受を保障する義務がある。
社会権規約委員会「一般的意見12号」（1999年）では、「十分な食料への権
利」は人間の固有の尊厳と不可分のつながりをもち、国際人権章典に掲げら
れた他の人権の実現にとって不可欠」であることを述べている。全ての人権
に先立ってまず保障されるべき権利として「十分な食料への権利」を捉えて
いる。
国連・FAO はこのような基本的な権利を諸国民に保障する観点から、飢
餓・栄養不良人口を削減するための取り組みを長年にわたって続けている。
こうした人権保障の規定とそこから生じる国の義務を正当に理解すれば、
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農業や食糧供給に影響が及ぶ諸交渉（農水産業や農産品貿易に係わる交渉な
ど）にどのように臨むべきか、一番基本となる交渉態度の方向性が出てくる
だろう。第 2 項では (b) 食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払
い、……と記述しており、食料については、自由貿易原則を振りかざして一
方的に輸出国が押しまくるようなことは許されていない。この規定は締約国
の全てに拘束力を持つことを理解しなければならない。
我が国の憲法には次の条文があり、基本的人権と生存権の保障、国の責務
が規定されている。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法
が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利
として、現在及び将来の国民に与へられる。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有
する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆
衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国連「社会権規約」第11条ほどの具体性はないが、同様の人権保障を記述
したものと理解できる。
必要な質と量の水 ･ 食料にアクセスする国民の権利を保障することは、
国・行政の責務であり、その重要性に鑑み農業基本法（昭和36年 6 月12日法
律第127号、食料・農業・農村基本法の施行により廃止）や食料・農業・農
村基本法（平成11年 7 月16日法律第106号）が制定されたと考えることがで
きる。参議院法制局の「法制執務コラム」10）には基本法について次のような
記述がある。
＊「一般的には、基本法とは、国政に重要なウェイトを占める分野につい
て国の制度、政策、対策に関する基本方針・原則・準則・大綱を明示し
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たものであるといわれています。」
＊「基本法の特質として、まず、それが憲法と個別法との間をつなぐもの
として、憲法の理念を具体化する役割を果たしているといわれます。」
＊「基本法は、それぞれの行政分野において、いわば「親法」として優越
的な地位をもち、当該分野の施策の方向付けを行い、他の法律や行政を
指導・誘導する役割を果たしているわけです。」
現憲法下で昭和期に制定された基本法は10に満たなかったが、農業基本法
（→食料・農業・農村基本法）はその一つである。
食料・農業・農村基本法では、第二条で「食料の安定供給の確保」を謳い
第七条で「国の責務」を謳っている。
（食料の安定供給の確保）
第二条

食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、

かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにか
んがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供
給されなければならない。
2

国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及
び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生
産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組
み合わせて行われなければならない。

3

食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業
の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、かつ、多様化
する国民の需要に即して行われなければならない。

4

国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要
因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ
迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済
の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られな
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ければならない。

（国の責務）
第七条   国は、第二条から第五条までに定める食料、農業及び農村に関
する施策についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ
とり、食料、農業及び農村に関する施策を総合的に策定し、及び実
施する責務を有する。
2

国は、食料、農業及び農村に関する情報の提供等を通じて、基本理
念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

食料・農業・農村基本法は平成11年 7 月12日の第145回国会参議院本会議
で議決されたが、それに続いて「食料・農業・農村基本政策に関する決議
案」が当時の自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民
主党・護憲連合及び自由党の各会派から共同提案され、議決されている。提
案理由の説明では、次のように述べられた11）。
 今日、人類は、二十一世紀における人口爆発と経済成長に伴う食生活
の変化を背景として、食料需要が大幅に増加すると予測されるもとで、
その供給制約要因となる資源の有限性や環境問題の深刻化という課題に
直面しているのであります。このような中で、世界最大の農産物純輸入
国である我が国は、食料安全保障体制を確実なものとする一方、過般の
世界食料サミットの理念に沿って、国の内外において積極的な役割を果
たす責務を有しているのであります。
 しかしながら、膨大な食料ロスを伴った飽食の陰で、我が国の農業及
び農村は、食料生産の基盤となる農地面積の減少、中山間地域を中心と
した耕作放棄地の増加、農家数の減少、担い手不足等が依然として深刻
な状況にあり、集落が崩壊する事態をも招いているのであります。ま
た、国際化の進展と、このような農業構造の脆弱化によって、我が国の
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食料自給率は主要先進諸国中最低の水準にまで落ち込み、七割を超す国
民が将来の食料安定供給に不安を持ち、国土保全等の多面的機能の低下
も懸念されているのであります。
 本決議案は、二十一世紀を展望し、このような事態に適切に対処する
ため、万全の措置を政府に求めるものであります。
以上が本決議案を提案する趣旨であります。
以上のように現行法制の上では、《生存権保障→食料アクセス権保障→食
料自給を基本とする食料安全保障の確立》が連鎖する重要事項として位置づ
けられ、その実現に向けた努力が国（特に行政）の責務とされている。ま
た、国の責務の中には、食料・農業・農村基本法に謳われている基本理念の
国民理解を深める努力も含まれていることに留意すべきである。
不可侵の人権を支える「食料自給」
前項で示したように、世界でも我が国でも、“ 食料への権利 ” が最も基本と
なる人権の一つとして法的に規定されており、それは全ての人が享受すべき
権利であって、国はその享受を保障する義務を負っている。この権利は各人
に帰属するものであり、国が食料生産の段階を万全にするだけでは権利保障
は完結せず、各人に十分な量と質で食料が届かなければならない。ほとんど
の人口が農民であるような世界では、農民の収穫が家族を十分に養えるよう
に営農の条件整備に国が責任を持てば良いだろう。現在の日本のように農民
が人口の少ない一部になっている場合には、農民が作り出す食料が、他の
人々をも養うに足るものになるようにまた生産物が非農民にも行き渡るよう
に仕組むことが国の責任になる。食料・農業・農村基本法は生産・備蓄 ･ 配
分のあり方について概要を規定しており、“ 食料への権利 ” を実体化する上で
きわめて重要な意義を持つ。
世界には食料自給を事実上目指さない国が例外的に存在する。シンガポール
は奄美大島とほぼ同じ約719平方キロの土地に約551万人もの人口をかかえ農
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地は660ha、食料自給率は 1 割未満で食料の大半は周辺国等から輸入してい
る12）。
しかし、多くの国々は食料自給を重要であると考えている。特に、2007年
から2008年にかけての食糧危機と国際食料価格の高騰の後に、食料自給に関
心を寄せる国が増えた。食料の重要性には普遍性があるので、こうした事態
は当然のことである。しかしこのとき、食料自給に関心を寄せる国が増える
事態に対して批判も広く起こった。食料自給を支持する政策に対して、それ
は経済的に非効率であり国際貿易の妨げになるという批判である。こうした
対立的議論は、WTO ドーハ ･ ラウンドの農業交渉における議論の文脈と結
びついていた。自由貿易の価値を全面否定はしないが、自由貿易の重要性と
食料自給を目指すことの重要性の比較は必要である。優先度の高いものの追
求が妨げられる事態は避けるべきであろう。そもそも WTO の目的は「生活
水準の向上、完全雇用の確保、高水準の実質所得及び有効需要の着実な増
加、資源の完全利用、物品及びサービスの生産及び貿易の拡大」であり、諸
国民の福利の増進に寄与することが内容となっている。非貿易的視点からの
要請に正当な考慮を払わず市場経済原則によって貿易から関税以外の全ての
保護的措置を取り除き、生存に直結する農産品や農業の分野まで競争主義的
世界に投げ込むことは、自ら掲げた WTO 設立の目的に反するものとの疑い
が生じる。
現状の WTO の枠組みでは食料自給や食糧安全保障の観点からの配慮（例
外扱い）要請には、厳しい代償措置が要求される。このことをウルグァイ・
ラウンド農業交渉で日本は経験している5）。現状の WTO は市場経済原則に
よる世界貿易の拡大とその障壁削減が最優先事項であって、食料自給やそれ
を実現するための国内農業の生産力拡大については政策選択の自由度を狭
め、阻害的であると考えられる。ウルグァイ・ラウンド農業交渉において我
が国は「各国の異なる生産条件の中でも農業の存立基盤を維持できるよう、
「多様な農業の共存」を基本理念とし、食料安全保障や国土保全機能など農
業の有する多面的機能を含む非貿易的関心事項などに配慮した現実的かつ柔
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軟性のある貿易ルールの確立を求めてきた。」13）とされるが、結果から見る
と、その主張が受け入れられたとは言えない。WTO 加盟や農業交渉を巡る
国内不安に対する推進側（政府）の説明は、WTO が “ 国内農業の生産力拡
大に資する ” との説明はなく、多くは農業支援対策の実施を前提に “ 国内農
業の生産力に影響がないか軽微 ” というものであった。TPP11と日・EUEPA の国内農業生産への影響予測を見ても、また、ウルグァイ・ラウンド
農業合意後の二十数年間に我が国で進行した農地面積、 5 h 未満農業経営体
数、基幹的農業従事者等の顕著な減少と供給熱量ベース食料自給率の低迷14）
を見ても、我が国の農業が自由貿易体制に組み込まれることによって発展的
な影響を受けるとは考えにくい。食料消費量が多く自給率が低い我が国は、
輸出国側から見れば手に入れたい市場である。関税障壁を極力下げることが
原則となっている現在の WTO 枠組みの中で、価格競争力が強い国々の同意
を得ながら我が国農業の生産力を強化すること自体に原理的な無理がある。
こうした枠組みでは、自国の競争力強化以外に出口はなくなる。そもそも、
価格競争力は農業の実力だけで決まるわけではない。為替レートの長期的変
化をたどれば、 1 米ドル360円時代から85円時代を経て現在の110円～120円
の状態がある。仮に 1 米ドル360円であれば、日本の農産品は現在のドル価
格の三分の一のドル価格でアメリカの農産品と価格競争できる。現在の変動
相場制における為替レートは、各国の貿易収支、財政収支、国際金融や資本
移動の動向、それらに影響する心理的要因などまでが影響し、農業生産活動
を遙かに超えて変動する。農業に強く影響する地理的 ･ 自然的要因がそれぞ
れに異なる国々が、こうした為替の世界を介して競争することには普遍的な
妥当性を認めることが難しい。全ての国の人々が自国の土地に依拠して生き
ることを可能にすることは、悲惨な難民の発生を防ぎ、人権の享受が世界に
ひろがるために不可欠な条件である。
熱量給源の主要部分は、直接・間接の消費を含めて穀物であり、主要穀物
輸出国の力量（政策的サポートも含めて）を考慮すれば、我が国の穀物生産
がそれら輸出国の穀物生産と対抗できるケースは当面限定されるだろう。近
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年、我が国でも規模の大きな経営体の増加が認められているが、全国農地面
積の減少を伴って進行しているこのような変化は、供給熱量ベースの総合食
糧自給率の向上には結びつかないだろう。競争で生き残った経営体は、結果
的には強い経営体であるが、そのような経営体だけでは、国民が必要とする
自給率水準を満たすことができないだろう。耕作放棄地が増加し耕作面積が
減少して我が国の全体的な農業規模が縮小に向かうようであれば、必要な自
給率水準を達成することはできないと考えられる。このことは、“ 強いもの
が残り弱いものは退場すれば良い ” という新自由主義的・リカード的な競争
放任政策は自給率向上を目指す観点からも不適切であることを意味する。ま
た、既に述べたように、“ 食料への権利 ” の擁護は人権保障の最も基本に位置
し、世界的共通の規範である。国について言えば、国際法的な遵守義務を
負っている。自らの “ 食料への権利 ” を小規模農地の耕作によって満たして
いる耕作者を、効率主義の立場から無理に引き離そうとすることは許されな
いだろう。
穀物・野菜 ･ 果実 ･ 食肉 ･ 生乳などの主要な食料品は品質・価値の劣化を
考慮すると長期保存には向かない。穀物については、供給の安定化と食料安
全保障の観点から備蓄が欠かせないが、一定のサイクルで更新することが必
要となる。
長距離輸送や長期保存には、一般にコスト増加とエネルギー消費の増加、
防腐 ･ 防虫などのための付加的な化学物質の使用が伴う。すなわち農産品の
多くは、“ 地産地消 ”（＝地域自給 ･ 国内自給）が原則であり、散逸の少ない
物質循環系の中で生産と消費が行われることが望ましい。これは、肥料科学
や土壌肥沃度論、環境科学などの観点からも合理性がある。このような原則
を超えることによって大きな利益が認められる場合にのみ、農産品は国際貿
易の対象にされるべきだろう。
農業は農業者にとって大事であると同時に国民的に重要な産業である。そ
れは、農業が国民の “ 食料への権利 ” の享受を支え、国土と環境を支える産
業だからである。我が国の農業を自由主義貿易の世界から救い出し、供給熱
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量ベースの総合食料自給率の飛躍的向上を図ることが、日本が人権国家とし
て歩む上でもきわめて重要である。
供給熱量ベースの総合食料自給率の他に生産額ベース総合食料自給率も公
表されている。しかし、生産額ベースは経済学的インデックスであって、人
間の生存や健康の維持と食料供給の関係を判断できるインデックスではな
い。また、自給率ではなく食料自給力指標も示されているが、作付け転換に
要する期間が考慮されていないことや生産活動に必要な労働力が確保されて
いることを前提にするなど、緊急時における食料供給に現実的に意味を有す
る指標ではないことを農水省自身が認めている。食料自給力指標は潜在生産
能力を示すものと説明されるが、この指標も我が国では長期に亘って低下が
続いている15）。
WTO 改革と食料主権
「食料主権 “Food Sovereignty”」は、世界最大の小規模農業者・農業従事
者を中心とする運動体、La Via Campesina（「農民の道」）が提起した概念で
ある。
La Via Campesina は81ヵ国に182の参加組織を持ち 2 億人以上が結集して
いる16）。国連の FAO とも飢餓や栄養不良、農村の貧困などの克服を目標と
する活動で協力している。「食料主権」という言葉はスローガン的にも用い
られて世界各地に広がり、意味合いには広がりがあるようである。「自らの
農耕の場をどのように管理しどのように農業を行うかは、土地や自然の特性
やコミュニティーの文化的社会的背景などを考慮して、持続性も持たせなが
ら自身と地域コミュニティーで決定し、自身とコミュニティーを養う」とい
う主張を背景とした自己決定権のようである。コミュニティーの構成者に消
費者も含めて、身近な市場まで含めて考えている場合もあり、コミュニ
ティーを国にまで広げて考えている場合もある。このような理念からは、外
部の資本が農地を支配することや、外部から入ってくる安価な農産品に市場
が奪われ営農が成り立たなくなってコミュニティーが衰退することには強い
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反対の意思表明と行動が生まれる。La Via Campesina は、WTO ルールを基
にした農業交渉や農産品の自由貿易化に強く反対し、各国政府や国連にも働
きかけを行ってきた。
“ 食料への権利 ” が人権の基底をなす権利であり、世界の国々の政府が各
国民の権利享受を保障する義務を負っているとすれば、それぞれの国で食料
自給を最も重要な課題の一つとして取り組まなければならないだろう。その
場合、土地や自然の特性や文化的社会的背景などが異なる国々で、それぞれ
に応じた多様な農業の展開が自主的決定に基づいて自由にできなければなら
ない。このような文脈からは、“ 食料主権 ” 概念に曖昧さが残るとしても、
“ 食料主権 ” は “ 食料への権利 ” や “ 食料安全保障 ” の概念とともに重要な意
味を持つ。自給率が低い国が自給率を引き上げようとする場合、農産品への
WTO ルールの適用は大きな障害になる。この問題は、“ 食料への権利 ” や
“ 食料主権 ” の理解が世界に広がり、それを理解する政府が WTO 加盟国の中
で多数派になることによって解決されるのだろう。2007年から2008年にかけ
ての食糧危機と国際食料価格の高騰の後に食料自給に関心を寄せる国が増え
たことや、近年地球温暖化や気象の激烈化が世界的に実感される事態になっ
たことを考えれば、核となるいくつかの国・政府が牽引することによって
WTO の変革は “ 空想的 ” ではなくなるだろう。
2015年 3 月に農林水産省は供給熱量ベースの食料自給率の目標を50% から
45% へ引き下げた次期（計画期間は2020年度が最終年度）「食料・農業・農
村基本計画」原案をまとめ、この計画は閣議決定された。目標引き下げの理
由は現状との乖離が大きく、現実的ではないというものだった。供給熱量
ベースの食料自給率の重要性が深く認識されていれば、論理的帰結として
は、現状との乖離が大きければ「なお一層の努力と対策が必要」との方針に
なっただろう。気候変動と気象の激烈化による食料生産の不安定化、新興諸
国での食料需要の急増、農産物市場の巨大投機マネーによる攪乱、世界の一
人あたり耕地面積の減少継続など、より高い自給率目標の早期達成が望まれ
る状況が続いている。このようなときに、緊急時には役に立たないといわれ
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る「食料自給力指標」が新たに食料・農業・農村基本計画に盛り込まれた。
我が国農産品の輸出競争力強化と輸出拡大が、現政府の重点課題の一つに
なっている。「通商白書2018」（経済産業省）には、第Ⅲ部施策編第 3 章に
「包摂的な通商政策」があり、「農林水産業・地域の活力創造プラン」
（2016年
11月）に掲げられた農林水産物・食品の輸出額 1 兆円目標（達成年度2019
年）に触れている。輸出農産品の生産者や生産地には一定の経済効果が期待
できるかもしれない。しかし、個々の品目の輸出量の増加は品目別自給率の
向上には影響するものの国民全体にとって緊要な課題である供給熱量ベース
の総合食料自給率の向上にはほとんど寄与がないだろう。輸出競争力の強い
分野を持つことが、今後の WTO 農業交渉の交渉力を強めるカードになると
の期待も一部にあるようである。しかし、輸出規模が小さな分野の輸出カー
ドが穀物や畜産品の大規模輸出を狙う外国大資本やその代理者に対して有効
に機能するとは考えにくい。我が国農業の強化は、輸出競争力強化のためで
はなく自給力強化のために行うべきであり、外交面では農産品を WTO ルー
ルから外すための諸国連合形成に力を注ぐべきである。
海外の自動車市場を確保するために国内の農産品市場を明け渡すような外
交的取引が行われるとすれば、それは国民の生存権を軽んじ危険に曝すこと
である。食糧危機に際しての「想定外」は許されない。
日本農業衰退の歴史的経緯を見れば、ウルグァイ・ラウンド農業交渉の合
意に先立つ戦後史の中にも、いくつもの画期があった。学校給食における粉
食（小麦）化推進は日本人の米離れや食の嗜好変化に大きな影響を与えたこ
とが指摘されており17, 18）、その後の米過剰と自給率低下の一因になったと考
えられる。1955年のガット加入を契機とする幾度もの農産品輸入自由化やア
メリカからの圧力を受けた農産品輸入も米以外の小麦、大豆等の穀物の品目
別自給率低下の引き金になったと考えられる19）。

終わりに
供給熱量ベースの総合食料自給率の向上の必要を、普遍性のある生命や人
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権の重要性との関係で考えた。どの国の人々も、大部分のケースでは、依っ
て立つ国土の農水産品に大部分の食料を求めて生きること（地産地消を核と
すること）が食の安全保障（＝命の安全保障）のために必要であろう。“ 食
料への権利 ” は、世界人権宣言やそれを受けた国連「社会権規約」に基づい
ている。社会権規約は、締約国に対して拘束力のある規範であり、締約国政
府は全ての国民の “ 食料への権利 ” 享受を保障する義務がある。人間の生命
の尊厳に由来する権利保障であり、経済的得失を超えた契約である。供給熱
量ベースの総合食料自給率を必要な水準まで向上させることは、契約履行に
必須な前提条件を整えることである。これを妨げる要因は、国と国を構成す
る全ての人々が力を合わせて取り除かなければならないだろう。これは全て
の「社会権規約」締約国について言えることであり、国際関係の中では全て
の締約国が協力して実行すべきことである。
交易通商や金融・資本移動のグローバル化が情報通信技術の革命的進展を
一つの要素としながら進展した。化石資源の大量消費を伴いながら、農業も
工業もその生産規模を飛躍させ、人口爆発を支え、資源枯渇に近づきながら
地球環境を不安定化させた。世界には桁違いの経済格差が国や地域の間にも
人々の間にも広がり、戦乱も絶えず、社会の不安定化が進行しているように
見える。
しかし、こうした危機のグローバル化に対して、そうした個別の危機が連
関して起きていることを理解した人々も多いだろう。様々な社会運動が連帯
のグローバルネットワークを形成し、異分野社会運動の間にも連携が広がっ
ている。宇宙船地球号の乗組員として、地球市民は運命共同体の一員である
との認識も世界的に広がっているだろう。生命や人権の平等、多様性の価値
を認め合って連帯が広がる。命を守り人権尊重を強化しようとする意思が根
底にある運動は、設定ゴールが異なっていても連帯できるだろう。核兵器廃
絶をゴールとする運動は、多くの異分野運動の賛同と協力を得て、国連で核
兵器禁止条約を実らせ、ノーベル平和賞の対象にもなった。平和に生きる権
利を世界の人々の権利として確認する運動も、「平和に生きる権利宣言」を
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国連総会で圧倒的な可決に導くことができた。地球温暖化防止の運動にも
様々な潮流が合流し、京都議定書やパリ協定に結実させた。2018年12月17日
には第73回国連総会で「小農と田園地域で働く人々の権利の宣言」
（The UN
Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural
Areas.）が採択された。
農産品貿易を WTO ルールの対象外にする WTO 改革の運動も、命と人権
を守る運動として広く賛同を呼びかければ、多くの潮流が賛同するだろう。
食料 ･ 農業 ･ 農村基本法に従えば、食料自給率を引き上げるために、政府が
WTO 改革のイニシアチブを執っても良いだろう。
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