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What is Biodynamics?
バイオダイナミクスとは？
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Biodynamics is on the forefront of carbon sequestration and helping to regenerate the Earth. 
バイオダイナミクスは炭素隔離の最前線にあり、地球の再生を助けている。

Biodynamics is a holistic, ecological, and ethical approach to farming, gardening, food, and nutrition. 
バイオダイナミクスは、農業、園芸、食料及び栄養に関する、総合的、生態学的、倫理的な手法である。

Biodynamics is rooted in the work of philosopher and scientist Dr. Rudolf Steiner, whose 1924 
lectures to farmers opened a new way to integrate scientific understanding with a recognition of spirit 
in nature. Biodynamics has continued to develop and evolve since the 1920s through the 
collaboration of many farmers and researchers. Around the world, biodynamics is alive in hundreds of 
thousands of thriving gardens, farms, vineyards, ranches, and orchards. The principles and practices 
of biodynamics can be applied anywhere food is grown, with thoughtful adaptation to scale, 
landscape, climate, and culture.
バイオダイナミクスは、哲学者・科学者のルドルフ・シュタイナー博士の業績に基づいている。シュタイナー
博士の1924年の農業者への講義は、科学的理解と自然の中の魂の認識を統合する新たな道を開いた。
1920年代以来、バイオダイナミクスは、多数の農業者・研究者の協力を通じて、発展・進化し続けている。

世界中の数十万の庭園、農園、ブドウ園、牧場、果樹園で、バイオダイナミクスが使われている。規模、地
勢、気候、文化に適応させることで、バイオダイナミクスの原則・実践は、食料を生産できる場所ならどこで
も適用できる。



Biodynamic Principles and Practices
バイオダイナミクスの原則と実践
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A Biodynamic Farm Is a Living Organism
バイオダイナミック農場は生き物である
Biodynamics Cultivates Biodiversity
バイオダイナミクスは生物多様性を耕す
Biodynamics Brings Plants and Animals Together
バイオダイナミクスは植物と動物を合わせて扱う
Biodynamics Generates On-Farm Fertility
バイオダイナミクスは農地を肥沃にする
Compost Is Enlivened with Biodynamic Preparations
堆肥はバイオダイナミックな作成により活性化される
Biodynamic Farmers Cultivate Awareness
バイオダイナミック農業者は、気付きを耕す
Biodynamics Supports Integrity and Diversity in Seeds and Breeds
バイオダイナミクスは、種と品種の完全性と多様性を支援する
Biodynamic Sprays Enhance Soil and Plant Health
バイオダイナミックスプレーは、土壌と植物の健全性を高める
Biodynamics Treats Animals with Respect
バイオダイナミクスは、敬意を持って動物を扱う
Biodynamics Works in Rhythm with Earth and Biodynamic Certification (Demeter) Upholds Agricultural Integrity
バイオダイナミクスは地球とともにリズムを持って働き、バイオダイナミック認定（デメター）は農業の完全性を守る
Biodynamics Approaches Pests and Diseases Holistically
バイオダイナミクスは、害虫と病気に総合的に対処する
Biodynamics Offers Regenerative Solutions for the Future
バイオダイナミクスは、未来への再生的な解決策を提供する
Biodynamics Contributes to Social and Economic Health
バイオダイナミクスは社会及び経済の健全性に貢献する



Biodynamics in the World
世界のバイオダイナミクス
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Germany is the leading country in Biodynamic 
Agriculture in terms of certified land and India in 
number of farmers
バイオダイナミック農業の認定農地はドイツが最大、
農業者数はインドが最大
161,074 certified biodynamic hectares across 60 
countries, according to Demeter-International
デメター・インターナショナル（認定機関）によると、認
定面積は60カ国で161,074ヘクタール
More than twice as many small and medium 
uncertified biodynamic farms.
認定を受けていない中小バイオダイナミック農場は、
その2倍以上
Germany accounts for 45.1% of the total global 
certified hectares, followed by Italy and France 
respectively. 
認定面積の45.1%はドイツ、次いでイタリア、フランス
A total of 24 countries are members of 
International Biodynamic Association (IBDA), an 
international union for all BD member 
organizations and another 23 countries are 
members and guest members of Demeter 
International. Both organizations are set to merge 
in February 2020 and will have a combined 
membership of around 40 countries
バイオダイナミクス団体の国際的な連合である国際
バイオダイナミック協会（IBDA）には24カ国が加盟、
デメター・インターナショナルには23カ国が加盟又は
ゲスト参加。両団体は2020年2月に合併し、加盟国
は約40カ国となる見込み

Austria 
オーストリア
Denmark
デンマーク
Finland
フィンランド
Greece
ギリシャ
Luxembourg
ルクセンブルグ
Netherlands
オランダ

Norway 
ノルウェー
Serbia
セルビア
Slovenia
スロベニア
Spain
スペイン
Switzerland
スイス
Sweden
スウェーデン



Biodynamic Association of India (BDAI)
インドバイオダイナミック協会 (BDAI)
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Role of 
BDAI

Promoting 
Biodynamics -

Awareness

Capacity 
Building & 

Consultancy

Policy Advocacy 
& Research

Vision
構想

Our World, evolved by energized Agriculture, in ecological harmony.
環境と調和して、活気ある農業により発展する世界

Mission
使命

To promote the practices and philosophy of the Biodynamic Method of Agriculture that foster
initiatives and mutual interactions among Farmers, Consumers and Service Providers.
農業者、消費者及びサービス提供者の自発性と相互作用を育てるバイオダイナミック農法の実践と
哲学を広める

Biodynamic Association of India, a not  for profit society, was 
established in 1999 in Bangalore, and is one of the oldest 
associations for organic farming in India.
非営利組織インドバイオダイナミック協会（BDAI）は、1999年にバ
ンガロールで設立された、インド最古の有機農業協会の一つ
BDAI has over 150 members, which include export firms, 
farmers with land holdings from 1 ha to 100 ha and  a few 
Non-Governmental Organizations involved in rural 
development through sustainable agriculture
BDAIには、輸出農場、経営規模1～100haの農業者、持続可能な
農業を通じた農村開発に関わるNGO等、150以上の会員がいる
The Association has a number of BD outreach and farmer 
extension programs, carried out in partnership with its 
institutional members.
協会は、団体会員と協力して、様々な普及活動を実施
The first Demeter certified farms in India are Makaibari Tea 
Estate in Darjeeling and Kurinji Organic farms near 
Kodaikanal in the mid and late 1980s.
インドで初めてのデメター認定農園は、1980年代後半のダージリ
ンの茶園とコダイカナルの有機農場



BDAI’s Advocacy and Lobbying
BDAIの政策提言及びロビー活動
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Sept. 2001
2001年9月

Biodynamic farming was then recognized as a 
farming practice for sustainable agriculture in India. 
The Planning Commission, Government of India
constituted a Working Group to assess the feasibility 
organic and bio-dynamic farming practices and to 
suggest measures/programmes for encouraging these 
farming practices. This report was co-authored by the 
pioneers of the movement in India, M/S T.G.Kutty
Menon, W.R.Deshpande, and V.N.Shroff, who had 
invited Peter Proctor for the first Biodynamic training in 
Indore in 1993
当時のインドでは、バイオダイナミック農業は、持続可能な農
法と認識されていた。

インド政府計画委員会は、有機農業とバイオダイナミック農
業の実行可能性を評価し、これらの農法を奨励するための
措置/プログラムを提言するために作業部会を設置した。報
告書は、この運動の先駆者であり、1993年に初めてのバイオ

ダイナミックの研修のためにピーター・プロクター氏を招へい
したTGカティメノン氏、WRデシュパンデ氏、VNシュロフ氏によ
り共同執筆された。

2009

May 2017
2017年5月

Nov. 2019
2019年11月

Biodynamic farming practices included as a method 
in the National Horticulture Mission. 
The report “Organic Farming System - An Integrated 
Approach for Adoption under National Horticulture 
Mission” details the use of Biodynamic and its 
preparations. 
BD – 500 to BD – 508.
バイオダイナミック農業は、全国園芸ミッションに、手法とし
て含められた。報告書「有機農業システム－全国園芸ミッ
ションに基づく選択のための統合的アプローチ」は、バイオ
ダイナミクスの使用とその準備を説明している。

Through effective lobbying with the Ministry of 
Agriculture & Farmers Welfare, our founder 
member, Ms. Binita Shah has got a 
recommendation for use of biodynamic farming 
practices in India, under the Paramparagon Krishi
Vikas Yojana (PKVY) translated to Traditional 
Agriculture Development program
The following biodynamic practices have been 
included: 
インド農業省への効果的なロビー活動を通じて、BDAI
の設立委員であるビニタ・シャー氏が、伝統農業開発プ
ログラムに基づくバイオダイナミック農法の推薦を得た。
これには次のバイオダイナミック実践を含む。
• Cow Pat Pit Based Composting (CPP)

調合牛糞堆肥
• Biodynamic Composting 

バイオダイナミック堆肥
• BD – 500 
• BD – 501

Biodynamic Agriculture included as one of the
strategies for sustainability in Agriculture in the
Report of the Committee on Doubling Farmers’
Income by the Ministry of Agriculture & Farmers
Welfare (page 47 of Volume VI (of XIII)
titled “Strategies for Sustainability in Agriculture”).
バイオダイナミック農業は、農業省の農業者所得倍増委員
会の報告書に、農業の持続可能性戦略の一つとして記載さ
れた（第6巻47ページの「農業の持続可能性戦略」の節）。

Tami Nadu Agricultural 
University

タミル・ナードゥ農業大学

Biodynamic Farming has 
been specified as a special 
organic agricultural method 
by Tamil Nadu Agricultural 

University
バイオダイナミック農業は、タミ
ル・ナードゥ農業大学により、特
別有機農法と指定された。

http://agritech.tnau.ac.in/ta/or
g_farm/orgfarm_biodynmic.ht

ml

http://agritech.tnau.ac.in/ta/org_farm/orgfarm_biodynmic.html
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Combating Climate Change (contd)
気候変動との戦い（続き）
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