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始動する日本版の「フードテック革命」
瀬川 明秀／株式会社シグマクシス Principal

よく耳にするようになった「フードテック」、その全貌を解き明かす。世界に追
いつくべく、日本でも急速に進んできた
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植物性原料の代替肉市場が日本で拡大
山田 優／農業ジャーナリスト

天童高原のソバ畑
■斜面のソバ畑は花盛り。清楚な花の絨毯は空の境まで広がる■
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泉 麻人／コラムニスト- ----------------------------------- 18
主張・多論百出

これからはコンパクト農家こそ新しい
自然と共に暮らし、そこに生業も作る
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と消費者に受け入れ
られ始めている。植物性代替肉のパイオニアと食肉メーカー最大手に展望を聞いた

メニュー豊富な台湾式居酒屋「快炒」

食品ロス削減や新たな価値を創造する

耳よりな話

金子 弘道／ジャーナリスト

食品製造の分野における技術革新が急速に進み、新たな世界が切り開かれ
ている。フードテックで成果を上げている食品メーカーの先進事例を紹介する
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2 コロナ後の外食産業
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25 伏田 直弘／株式会社ふしちゃん（茨城県）

大学・大学院で農業経営を学び、社会経験を積んだのち有機葉物野菜で就農と
いう異色の経歴を持つ新農業人は、論理的かつ人情味あふれる経営を展開する

次号予告

特集は、
「食料基地・北海道の課題と未来（仮題）」を予定。農林水産業にお
いて圧倒的存在感がある北海道。一方で、労働人口減少などさまざまな課
題を抱えており、その解決に向け「持続可能で生産性が高い農業・農村」や
「国内外の需要を取り込む農業・農村」の確立を急ぐ。課題は全国に通じる
ものであり、解決の糸口になりうる。なお、コロナ禍による取材自粛などに
伴い、
１０月号と１１月号は合併号とします。
（１０月中旬発行予定）
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農業経営アドバイザー
TiDBit

経理なければ経営なし 私の信条

西田 尚史／税理士法人未来税務会計事務所----- 38
＊本誌掲載文のうち、
意見にわたる部分は、
筆者個人の見解です。

観天
望気

コロナ後の外食産業

ワクチン接種が加速する一方で、
依然としてコロナの収束は見
通せない状況です。インバウンド事業の喪失だけでなく、国内の
消費需要は急速に減少し、外食産業はかつて経験したことがな

あかつか やすまさ
1963年生まれ。慶應義塾大学卒業。89年株式会社柿安
本店入社。2006年同社代表取締役社長。16年５月日本
フードサービス協会副会長に就任、20年５月同協会第
19代会長に就任。

い厳しい経営を強いられています。

赤塚 保正

外食産業は人口減少、高齢化、人手不足など以前から抱える課
題に加え、今後、コロナ禍でもたらされた新たな生活様式・行動
様式の変化を受ける可能性もあります。
今夏の東京２０２０大会では、鍛錬を続けてきた世界中のア
スリートたちに胸を熱くされた方も多いのではないでしょうか。
私ども外食産業は、大会の開催を特別な想いで期待していまし
た。
コロナ禍でなければ、
訪日外国人の増加が加速し、
日本の食や
おもてなしのすばらしさを体験していただけたはずです。それ
らの情報が世界中に発信され、訪日をさらに促すことができれ
ば、わが国のインバウンド事業は大きな成長を遂げたものと思
われます。
コロナの収束がそう遠くない時期に来ることを信じて、これ
からの外食産業の課題を考えてみたいと思います。コロナ禍に
あっては、時短営業あるいは営業そのものの自粛により人手不
足の問題は落ち着いています。しかし、コロナの収束とともに業
界の垣根を越えた人材獲得競争が起きるはずです。人手不足解
消と生産性向上のための取り組みとしてＡＩ・ＤＸ・ロボットな
どの導入・活用が話題に上っています。おいしさとともにサービ
ス、おもてなしを提供する外食産業にとって、こうしたテクノロ
ジーの活用はあくまでもこれらの提供に一層集中するための方
策であると考えます。
コロナ禍によって、社会、経済そして消費者の行動がどう変化
していくのかわからない状況ですが、私ども外食産業は国民の
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生活において日常的に欠くことのできない産業であることをめ
ざして、これからも努力していきたいと思います。

一般社団法人日本フードサービス協会 会長

特集 動き始めたフードテック

始動する日本版の「フードテック革命」

ー
（技術）を組み合わせた造語だ。食のシーンに、

フードテックとは、フード（食）とテクノロジ

フードイノベーション・マップを株式会社シグ

という階層に分け、カテゴリーごとにまとめた

活者体験、技術・仕組み、センシングや先端素材

この多様なフードイノベーション領域を、生

いフードデザートといった社会課題に、解決策

テイン危機、所得が低く健康的な食事がとれな

可能な開発目標）が発信され、フードロスやプロ

２０１５年ごろからだ。国連からＳＤＧｓ（持続

これを見れば、この領 域がいかに広 範で、複

である。

が求められるようになった。植物性プロテイン

ト）やバイオサイエンスなどが融合することで

数の産業にまたがって展開されているかが一目

一方

年 秋には、米 国で開 催 された会 合で、

や培養肉などの新食材開発が活発化するゆえん

起こるイノベーションのトレンドを総称した言

でわかる。しかしフードテックを「業種分類」だ

マクシスでは作成した（図１）
。

せがわ あきひで
出版社にて経済記者および編集者として数々のメディア立
上げに従事。2017年からはシグマクシスでフードテック関
係の情報発信のほか、大手企業の組織変革、新規事業など
コンサルティング案件にも参画する。早稲田大学総合研究
機構招聘研究員。共著に『フードテック革命』
（日経BP）他。

デジタル技術、特にＩｏＴ（モノのインターネッ

フードテックとは、食とデジタルやバイオサイエンスとの融合で起きるイノベーシ
ョンのこと。食の可能性を広げると期待され、取り組む企業が世界的に急増し
ている。技術力では欧米が先行しており、わが国の生産者、食品メーカー、流通
業界も早急な対応が迫られている。

SEGAWA Akihide

瀬川 明秀

ベーションから、インターネットにつながった

合わせた食品の提供といった食品まわりのイノ

細胞を培養してつくる「培養肉」
、個人の体調に

めにどんなテクノロジーが存在するのか。そし

存在するのか、サステナビリティを実現するた

新しい体験を実現させるためにテクノロジーが

けで捉えようとすると見誤る。生活者のどんな

円）
。それに対して、食料システム自体が引き起

す）の年間市場規模は、 兆ドル（約１０７７兆

ンといった一連の食料供給にかかわる産業をさ

システム（食品の生産から加工、サプライチェー

ショッキングな試算が発表された。世界の食料

兆ドル（約１２９２兆円）と、生み出す付

10

加価値を大きく上回るというのだ。

響が

てそれぞれどう関連しているのか。業種を超え、

タル な ど か らの 投 資 が 盛 ん に な り 始 め たの は

フードテックという領域にベンチャーキャピ

家電、新素材のパッケージ、フードロボット、レ
多種多様な

こしている健康や環境、経済へのマイナスの影

領域にわたっている。

るフードロス解決サービスなど

―

目的志向で捉えていくことが必要だ。

野菜の栄養分をコントロールする植物工場、

葉だ。

「フード ＋テクノロジー」の造語

株式会社シグマクシス Principal

ストランで余った食材をアプリでマッチングす

19
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るほど体の外も内も傷ついていく」という状態
ステムを、人間と地球にとって持続可能なもの

このように多くの課題を抱えた世界の食料シ

ると警告する。

の中にいる。この試算を発表したのは、ＦＯＬＵ
にしていくために、 年９月、国連は食料システ

つまりわれわれ現代の人間は、「食べれば食べ

（Ｆｏｏｄ ａｎｄ Ｌａｎｄ Ｕｓｅ Ｃｏａｌｉｔｉｏｎ）
とい う 国 際 的 な 食 料 と 土 地 利 用 分 野 の Ｎ Ｇ Ｏ

ムサミットを開催、世界の閣僚が集まり今後の

ョンの研究や事業アイデアが発表される予定だ。

いま、まさに世界では、食を「システム的な課題」

と捉えた議論が進んでいる。

幅広い領域で進むフードテック

られるようになった代替プロテインだ。原料・製

海外で先行する分野の一例が、日本でもよく知

（国連食糧農業機関）がワールドフードフォーラ

社程度とい

20
～

倍にまで増大しており、今後もさら

わかった。この調理器は複数のメニューがある

ーコンが調理されるのは土曜日」であることが

低温調理器では、専用アプリの利用頻度から「ベ

かりではない。こんな話がある。ある米 国 製の

生活者のデータが欲しいのは家電メーカーば

でまったくなかったからだ。

使われ方をしているか把握する方法が、これま

どに製品を卸した後、自社の家電製品がどんな

とっては「大きな進歩」だ。メーカーは量販店な

理をしたのかがわかる。これは家電メーカーに

ータを収集できれば、家のなかでいつどんな料

ホ側で制御できるのが特徴だ。調理器の利用デ

ることで、レシピ紹介から実際の調理までスマ

な「家電調理器具」は、スマートフォンと連動す

化」も進んでいる。ここ数年、海外で開発が盛ん

また、ＩｏＴの普及により、生活者の「見える

に大きな市場へと成長していくと見られている。

まり

われていたが、 年には３００社超となった。つ

事 業 者 は、
２０１８年には世界で

五つに分類される。代替プロテインに取り組む

（糸状菌）
」
「昆虫食」
「培養肉」
「微生物・発酵」の

テインは「植物性プロテイン」「マイコプロテイン

造手法の視点でカテゴリーを分けると、代替プロ

出所：株式会社シグマクシス

ムを開催し、若者世代からのフードイノベーシ

センシング技術＆

先端素材

20

兆ドル（ 約１７２３兆円）までふくれ上が

月にはＦＡＯ

食料供給体制を議論する。また

に

家の外の食

家の中の食

生活者体験

無理なく
ロス削減
ライフコンテン
ツとしての食
マインドフルネ
ス・クッキング

テムがもたらすマイナスのコストは、 年まで

だ。このまま何の対 策 もしなければ、食料シス

21

新フード
データ構築

実現する
技術／仕組み
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図１ 最新版フードイノベーション・マップ（ver.2.0）
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ユニークな
素材

30

など
インプット
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AI、
センサー
など
ベース技術

娯楽・瞑想

食育・食学系
コミュニケー
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アルコール
ノンアルコール
（茶など）
スープ系
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栄養データ
データ収集プ
レーヤー
フレ ー バ ー・サ
イエンス
多感覚知覚
VR／AR
音・映像・空間演
出
ディスプレー／
カメラ
脱プラスチック
鮮 度 維 持・可 視
化
品質保持・保存・
感染症対策など
ヴァーティカル・
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直農業）
アクアテック
植物性プロテイ
ン
発酵／微生物
培養
分散生産／エッ
ジ生産
生物多様性

容器
お皿

学び

精密な調理
人を賢くする調
理家電
人を賢くする調
理道具

レシピ
技
道具
地域性
食材
カトラリー

スマート調理

利便・創造系
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パーソナライズ
ドレシピ

25

文化継承・
創造
シェアダイニ
ング
シェアファー
ミング
コミュニティ
ーのための食

ツール

食・料理体験向上
コアテクノロジー
次世代
パッケージ

食の透明性

次世代
食材生産
未来の物流

代替タンパク源
完全栄養食
医食同源の食・サービス
介護食2.0
未来の調味料
アウトカム

次世代のレシピ
調理の進化

未来の
レストラン

フードロボ ／
自販機3.0
メニュー開発
コネクテッド
シェフ
シェフの スキ
ル のコンテン
ツ化
コ ー ストキッ
チン

飲み物

自然災害
感染症
極地
自給率
社食
弁当
置き食
サブスクリプ
ション

ランチ／軽食
エモーショナル・ ヘルシー・
イーティング
イーティング

ファーム to テーブル
ファーム to レストラン
食の安心・安全

新デリバリーサービス
ミールキット2.0
ピックアップサービス

生活者接点の進化
店舗・既存アセット店の
再活用
オペレーション効率化

防災・
非常時の食
（感情を満たす） （健康的な）

購買体験の
進化

未来のバリューチェーン
デリバリーサービス
新しい小売りサービス体験

サービス系
技術系
コミュニテ
ィー
プロセス
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始動する日本版の「フードテック革命」

にもかかわらず、週末は

時間ほどで仕上がる

ベーコン調理だけが突出していた。このような
生活者傾向が詳しく把握できれば、スーパーや
オンラインショップなどの小売りのマーケティ
ングの精度が高まる。

われるようになった。

本 合 意 書を締 結 。ＵＳＭＨは、自 社ブランドの

野菜開発、生産から流通・販売まで一貫して手

掛ける「製造小売業」への変革をめざす。両社が、

それぞれの得意分野でイニシアチブをとりなが

急速に追いつきつつある日本
わ が 国 で のフ ー ド テック の 現 状 は ど う だ ろ
ツ

ら、対等な関係で新しいフードビジネスを創り

イ

次は、スタートアップ企業が既存のインフラ

サ

トキッチン・サミット・ジャパン」を立ち上げた

を活用しながら大企業と組んだ事例だ。かつて

ン

な商品開発が進む。
市場では腕時計型ウェアラブ

２０１７年ごろは、国内のフードテックへの関

は食品も家電も、大規模な設備を構えなければ

イ

ルコンピュータの『アップル ウォッチ』や『Ｆｉｔ

心も投資も、海外との大きな差があるのを痛感

生産することができなかった。だが、このフード

ト

ｂｉｔ』など生体データを把握するデバイスは増

していた。だがこの１、
２年で、わが国も急速に

テックが注目されてきたのを機に、異業種から

ッ

えているが、欧米では血液、遺伝子、腸内細菌な

立ち上がってきた感がある。確かに、「コア技術」

食品産業への参入障壁が低くなってきている。

ケ

どを分析し、その人がどのような食事をとった

を武器に世界展開をする事例こそ少ないものの、

株式会社ディー・エヌ・エー
（ＤｅＮＡ）出身の

ー

らよいか、どのような運動をすればよいかまで

世界にキャッチアップし、トッププレイヤーた

橋 本 舜 氏 率いるベースフード株 式 会 社（ 東 京・

マ

う。米国のＮｅｘｔＭａｒｋｅｔ Ｉｎｓｉｇｈｔｓ

上げていくことに、期待が寄せられている。

提案する「健康サービス」も急増中である。

ちに切迫するアプローチも始まっている。例え

目黒）は「主食をイノベーションし、健康を当た

ネ ク ス ト

と当社が共催する食のカンファレンス「スマー

英国のスタートアップ企業であるＤＮＡＮｕｄｇｅ

ば、技術やアイデアが持つスタートアップと、生

り前に」をコンセプトに、完全栄養の麺類とパン、

さらには、健康ビジネス、保険会社でも効果的

は、ＤＮＡ検 査結 果 をもとに、食 品スーパーの

産設備や販売網を持つ大企業らによるコラボレ

クッキーを商品化している。

である「完 全栄 養フード」が本 当にできるかど

ディーエヌエーナッジ

フィット

来店客が最適な商品を選んで購入できるシステ

ーションによる事業の垂直的な立ち上げが進み
株式会社プランテックス（東京・京橋）は、完

うか、試行錯誤を繰り返していた。ようやく 事

ビ ッ ト

ムを開発した。導入店舗を訪れた来店客はまず、

始めた。代表的なケースを三つ紹介しよう。

リストバンドを受け取り、商品のバーコードに

全人工光型の野菜栽培装置で注目を集めるスタ

業としての確信を持てた段階で、小規模の製麺

橋本氏はＤｅＮＡ時代から、自分のアイデア

ＤＮＡ検査をする。そのデータが読み込まれた
そのリストバンドをかざすと、自身のＤＮＡに

ートアップ企業だ。植物に必要な光、水、養分の

ン

マッチしていれば緑、危険なものが入っていた

ゾ

工場などの空きラインを利用させてもらえるよ

マ

制御技術に独自のノウハウを持ち、一般的な植

う交渉。販路はＡｍａｚｏｎを活用したオンライ

月 に は 味 の 素 株 式 会 社 との 協 業 を 発

造・販売のインフラを取り込んでいった。

ア

ら赤のランプが表示される。

物工場よりも単位面積当たりの生産量が高いこ

ンに構えるなど、新規参入者でも利用できる製

これまではラベルに書かれた表示を見たり、

とを強みとする。
特定の栄養素を多く持つ品種に育て、付加価

パッケージに書かれた「低脂肪」
「低糖質」など
の文言で判断するだけだったものが、かなり精

年

表。味の素の持つ研究開発力による品質向上に

値の高い野 菜の生産に取り 組む。しかし、こう
した新しい野菜を生活者たちが認知するまでに

緻にできるようになる。生活者が自身の健康状
態や食品選びに意識が向いてくると、自分のた

ナイテッド・スーパーマーケット・ホールディ

コンビニなどで展開することを計画している。

今後「完全栄養食であるパン」を全国のスーパー、

月、イオン傘下で食品スーパーを運営するユ

20
ングス（ＵＳＭＨ）と「次世代野菜の販売」で基

やマーケティングでのサポートも得ることで、

向けて動き出している。またラインナップ開発

12
は時間がかかる。そこでプランテックスは、 年

20

めにパーソナライズされたものを望むようにな
る。
これまで「同じ食 品を大 量に生産してきた」
食品企業は、新たなニーズにどう応えるかが問

12

5
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15

江市）を子会社化し、植物肉事業に参入した。玄

製造を得意とする株式会社マイセン（福井県鯖

最大手の亀田製菓は、 年、植物性プロテイン

ッピーターン」などの菓子で知られている米菓

亀田製菓株式会社
（新潟市）
。「亀田の柿の種」「ハ

地方企業、自治体も動き始めている。例えば、

ち上げのサポート体制を整えていく構えだ。

企業とのマッチングを進めると同時に、事業立

力を訴えることで、スタートアップ企業と地元

つくりやすい環 境にある。新 潟 市では、この魅

テック」に関する一貫したサプライチェーンを

占めるほど多い。農林水産業も盛んで、「フード

のフードロスを削減できた。コークッキングは、

京駅での実験サービスでは、試験期間中１万㌧

のの、食材廃棄コストを抑えられるのが魅力。東

店 舗 側は食 材 を引 き 渡 す 作 業が発 生するも

している。

設で働く従業員らにリーズナブルな価格で提供

向けの代替肉需要のほか、アレルギー対応食品

米と大豆だけを原料とした同社の製品は、外食

を通すことで、地域の特 性、地元企業の技術力

なるだろう。「フードテック」というフィルター

彼らのアプローチはほかの自治体にも参考に

いる。人と一緒に食事を楽しむことが大きく制

今回のコロナ禍は、食文化にも影響を与えて

ＪＲと一緒にこのサービスを展開する。

としても注目されている。代替肉や健康食品と

約され続けたこともあり、コロナ以前では当た

り 前だった「食 事」という 行為の大切さを多く

が新しい事業に活かされる可能性がある。

新潟市では今後、「フードテック」をテーマに
化していく可能性がある。というのも新潟市は

響 を 受 けている。世 界 各 地のロックダウン（ 都

起こしている。「食」を取り巻く環境も大きな影

症の拡大は、世界的な災難や危機的状況を引き

２０１９年末からの新型コロナウイルス感染

「健康」に関しては、身体的な健康、精神的な健

ンをとりたい」
「健 康でありたい」などだ。特に

に加え、「料理を楽しみたい」
「コミュニケーショ

は多様である（ロングテールニーズ）
。「おいしさ」

図２にあるように、生活者が食に求める価値

の人たちが再認識している。

食品製造業や食品小売、飲食店など、いわゆる

市封鎖）では街中の飲食店が閉鎖される一方で、

康だけでなく、他者とのかかわりや自分自身に

した中小企業、スタートアップとの連携が活発

食関連産業が事業所ベースで、全体の約２割を

食料品のオンライン通販やデリバリー
（出前）サ

心が高まっているのは確かだろう。特に「安全・

（ 幸 福 度）
」を日々の生活のなかで感じるための

最近のキーワードでもある「ウェルビーイング

したサービス開発においても、日本は遅れてい

安心」
「フードロスを 抑 えた持 続 可 能 なシステ

外食支援サービスの株式会社コークッキング

るのが実情である。しかし、これは「のびしろが

「食」にも、期待が寄せられているのだ。こうした

（東京・港）では、駅ナカなど商業施設で発生す

ある」「事業機会がある」と、捉え直すこともでき

ム」に対するニーズは高く、それに応えるサービ

る食材廃棄を減らす「フードレスキュー」サービ

る。フードテックビジネスを立ち上げるべき時

「食のロングテールニーズ」を満たすことをめざ

会的健康も充実させていく必要がある。

生きがいを感じているかどうかなど、今後は社

幸福度の追求（ウェルビーイング：GDP→GDW）、
社会的健康、価値観の多様化、SDGs、コスト消費〜循環
身体の健康・
平均寿命延伸
モノ消費社会

今回のパンデミックで、日本でも「食」への関

ービスが急増している。

アフターコロナ時代の食の世界

しての製品開発、販路開拓もしていく計画だ。

19

楽しく料理する

個別最適化食

フードロスへの貢献
個食主義
（ヴィーガンなど）

医食同源食

食を通じた
コミュニティ形成
おいしさ

安い
おいしい
高栄養
安全・安心
時短
便利

スも出てきている。

スを始めた。商業施設に出店する飲食店・物販

期が日本でも到来しているともいえるのだ。 

（本稿作成には、シグマクシスの田中宏隆氏、
岡田亜希子氏の協力を得ました）

店が毎日店頭に並べているパンや惣菜、弁当な
どで、閉店後には廃棄しなければならない商品
を、コークッキングがいったん買い取り、商業施
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図２ 食にかかわるロングテールニーズの存在

食の価値の再定義により広がるターゲット
サイエンス＆テックの進化・普及により
この領域が狙えるようになる

現在の
ターゲット

出所：株式会社シグマクシス

特集 動き始めたフードテック

植物性原料の代替肉市場が日本で拡大

などの植物原料から抽出したたんぱくを主な原

代替肉は、畜肉の代わりに大豆やえんどう豆

に力を注いできた不二製油と、食肉業界トップ

る。半世紀以上にわたり、植物性たんぱく開発

康志向の高まりが、代替肉の追い風になってい

透、さらに肥満や成人病のまん延に対抗する健

オイルなどを使った油脂加工食品製造に力を入

取り扱わなかった南方系油脂原料であるパーム

搾 油原 料の入 手が難しかった。そこで、他 社が

当時は輸入割当制度だった大豆やナタネなどの

して創業。製油業界では最後発だったことから、

ような見栄えのする製品も登場し、新たなビジ

開発が広がっている。海外では本物と見まがう

者が会社名に触れる機会は少ないが、大豆たん

大豆たんぱく製品の大半が業務用なので、消費

不二製油が製造する原料を使っている。同社の

まざまな食品に加工するには、あらゆる場面で

のように固まってしまう使いにくさがある。さ

「パームオイルは融点が高く、冬にはローソク

れた。

ネスチャンスとみた新規企業の参入が内外で相

発に力を入れてきた同社の歴史が、パイオニア

大森達司社長は必要に迫られて多様な技術開

独自の技術開発がどうしても必要だった」
きい。
居並ぶ製油業界大手の中で、なぜ不二製油が

も う一つは、収 益性 を追 求 するために、大 豆

としての地位を築くきっかけだったと説明する。
一つはその生い立ちが関係している。同社が

先行しているのか。

になって代替肉が登場したのだろうか。急成長

を搾油した後に残るミールの活用が、会社にと
前にさかのぼる。
１９５０年に製油メーカーと

って課題だったことが関連する。

植物性食品素材に取り組み始めたのは 年以上

るにつれて消 費量が増 え続けてきた。なぜ、今

の代 名詞だった。日本を含め、経 済が豊かにな

食 肉や乳製品は、かつて、あこがれの食生活

ぱくの業界では不二製油の存在感はきわめて大

国内で生産される大豆由来の代替肉の半分は、

の日本ハムに代替肉の現状と課題を聞いた。

やまだ まさる
1955年東京都生まれ。東京農工大学連合大学院修了。農
学博士。日本農業新聞記者を経てフリーランスの農業ジャ
ーナリストに。日本農業新聞や週刊東洋経済、ニュースソ
クラなどに執筆。著書に『亡国の密約』
（共著、新潮社）
『
、農
業問題の起草とは何か』
（共著、ミネルヴァ書房）など。

料にして、食肉の食感や風味を再現したものだ。

代替肉市場が、わが国でも急拡大している。大豆などの植物性原料を使った代
替肉は、かつては「本物の代替物」扱いだったが、
いまや「健康や環境にいい」と
消費者に受け入れられるようになった。パイオニアである不二製油と、食肉メー
カーの立場から参入した日本ハムに展望を聞いた。

YAMADA Masaru

山田 優

次いでいる。

歯ごたえや外観などを本物の肉に近づけた製品

パイオニア的存在の不二製油

農業ジャーナリスト

する畜産が地球環境にとって重荷になりかねな
いという 危 機感や、アニマルウェルフェアの浸

50
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）製法を開発。世界で
術（ Ultra Soy Separation
特許をとったうえで豆乳クリームや低脂肪豆乳

追いつかず、 年７月には千葉市で新工場を稼

く製品の注文が増加。本社工場だけでは生産が

る。毎年１０００㌧ずつのペースで大豆たんぱ

も、先発に比べ販売価格がどうしても安くなっ
を製造販売している。植物性原料だけで豚骨ラ
ーメンの味の再現をめざしたり、たんぱく質抽

植物性たんぱくの国内生産量の推移（日本植

「 後 発メーカーの場 合 、同じ品 質の大 豆油で
てしまう。大豆ミールの多くは飼料用に使われ
るが、収益性を高めるために、より付加価値を
出後のミールから水溶性食物繊維を取り出し酸

物蛋 白 食品協 会調べ）によると、もともと４万

働させた。

生み出す努力が欠かせなかった」

性乳飲料の安定剤に活用したりするなど、独創

ビジネス面の必要性と同時に、植物性たんぱ

５０００㌧程度で推移していたが 年ごろから

くの高度利用そのものをめざす社風もあった。

増加に転じ、 年には５万㌧近くに伸びている。

も黒字とならない時期があったものの、一貫し

いう当時の経営陣の信念が後押しした。必ずし

一つとして「大豆の高度利用を進めるべきだ」と

各社が独自の加工を施し、代替肉などの最終商

ぱくのほとんどは食品メーカーに出荷される。

を供給するのは数社。同社が供給する大豆たん

それが新しい製品と結びついて消費が広がって

たため、大豆に健康的なイメージを抱いてきた。

「日本人は昔からみそやしょう油を使ってき

豆乳は何回かのブームを経て今は着実に伸びて

きている。代 替 肉に限らず、例 えば大豆原料の

きた努力が実を結んだ。
を取り出す技術を確立した。その後、実際のビ

た。消費者が代替肉を積極的に受け入れるよう

代替肉をめぐる市場環境は大きく変わってき

素地があった。フードテックによって製品の選

日本では植物性たんぱくの良さを受け止める

いる。街のコーヒー店で、ごく普通にソイラテが

ジネスに結びつけ、 年には現在一般的に流通

になってきたのだ。大森社長によると、端的に示

択肢が拡大したことから消費のすそ野が広がり

同社は早い段階から大豆ミールからたんぱく

する、粒状大豆たん白製品の発売にこぎつけた。

すのが代替肉を含む商品表示の仕方だという。

ぱく

不二製油株式会社の大森達司社長

69

売られるようになった」

２０１２年には世界で初めて大豆分離分画技

つつある。この分野で今後も安定した成長が期

待できると考えている。

表示するようになってきた。植物性たん白が原

年は代替肉が入っていることを、大きな文字で

が、あ えて存 在 を訴 えるものではなかった。近

を抑えられるなどという利点がある素材だった

肉は、焼き縮みしない、肉汁を吸収できる、単価

た。加工する食品メーカーにとって、原料の代替

た人たちの新たな受け皿になっている。環境問

代替肉などの植物性たんぱく食品が、こうし

食べるのを減らそうとしているようにみえる」

ルウェルフェアだったり、いろいろな理由で肉を

るように、地球環境を守るためだったり、アニマ

「欧州のグレタ・トゥーンベリさんに代表され

費が拡大しているという。

欧米は日本とは少し異なる理由で代替肉の消

料の代替肉は健康や環境に良い影響を与えると

日本も欧米も代替肉の需要が拡大することは

に拡大するというのが大森社長の考え方だ。

題への関心が高まるにつれ、代替肉需要は確実

ても、小さな文字で義務的に表示するだけだっ

をハンバーグやぎょうざ、肉まんなどに利用し

「以前は代替肉として利用される大豆たん白

「好意的になってきた」消費者

品となって消費者の手に渡る。

将来の食料需給が不確実ななか、社会貢献の

17

て大豆ミールを活用した製品開発に取り組んで

日本国内で代替肉の原料となる大豆たんぱく

的な製品開発に結びつけてきた。

20

20

消費者が考えるようになったからだ」
消 費 者 の 受 け 止 め 方 が 変 わって き た の は 、
２０１７年ごろからだったと大森社長は振り返
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植物性原料の代替肉市場が日本で拡大

参入として、驚 きを持って迎えられた。発 売 時

の報 道 資 料は「お肉のメーカーが、お肉を使用

しない商品を開発」で、インパクトがあることを

十分に意識した内容だった。

大豆を原料にしたハンバーグ、ミートボール、

ハムなどは、同社の既存の製品と重なるところ

うちが大豆を使った代替肉を手がけるのか』と

質を、もっと自由に」と題した同社の「ビジョン

れているような、将来のたんぱく質不足を見据

りかねない。しかし、「ビジョン２０３０」に書か

9
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の食品産業の関心を集めた。
世界で広がる代替肉市場拡大のなかで、食肉
ビジネスの巨人はなぜ参入したのだろうか。
「私たちは代替肉市場が拡大しているから参
入したのではなく、未来にわたって多様なたん
ぱく質源を供給する責任を果たすという会社の

「まるでお肉！」シリーズとしてハムカツ、ハン

がある。ちょうど同じ時期に同業の伊藤ハムも

日本ハムで代替肉などを担当する加工事業本

バーグなどの代替肉製品を売り出している。こ

理念に基づいて、取り組みを始めた」
部マーケティング推進部の服部宏マネージャー

うした一連の動きは、「いよいよ食肉企業が本腰
紋を広げた。

を入れて代替肉市場に参入した」と業界内に波

は強調する。
人口増加や環境負荷への懸念から、世界で不
足することが見込まれるたんぱく質を、同社が

年ごろ、『なぜ

とした植物由来原料の活用が欠かせないという

いう声は内部にもあった」と加工事業本部マー

「実は社内で開発が始まった

判断だ。市場の獲 得などビジネス面よりも、理

ケティング推進部の福田勝徳主事は明かす。年

安定して供給していくためには、大豆をはじめ

念を重視する形で代替肉へのかかわりをスター

間７０００億円以上を食肉事業で稼ぐ同社にと

で、あくまでも肉の代替が目標だ。日本やアジア

２０３０」がある。世界中で食料需要が拡大し、

えた議 論が社 内に浸 透 すると、「 植 物 性 原 料 も

って、代替肉ブームは短期的に見れば逆風にな

では代替肉は大豆などのたん白の加工品という

食ニーズの多様化や変化、気候変動が著しくな

使った安定供給に力を入れることで合意は取れ

年４月に定めた「たんぱく

意識が強い。当社も大豆をはじめとした植物性

る中、環境意識が高まっていくことは確実だ。畜

てもらうというのが基本的なスタンスだ」

れば、たんぱく質の不足が深刻になるのではと

メディアで「健康志向」
「環境配慮」などとい

国内の代替肉市場では、大豆の優れた栄養面

多様なたんぱく質を供給し続けることが、業界

う情報が浸透していたこともあって、
２０２０

いう危機感があった。地球環境に配慮しながら、
大手の同社に求められているという。ビジョン

年春の代替肉製品の滑り出しは順調だった。消

がこれからも大切な役割を果たすという見方だ。

は国連のＳＤＧｓ（持 続可 能な開 発目標）達 成

費 者は、食べ物に保 守 的なところがあり 、まっ

代替肉市場に参入した日本ハム

に向け、企業として協力する宣言でもある。
20

グループ全体で１兆円以上の売上高を計上す
る日本ハムは、国内の食肉業界で最大規模を誇

のの、テレビや新聞、雑誌、ネットなどにあふれ

２０２０年 春。畜産業界はもちろん、日本国内

たく新しい商品にはなかなか手を伸ばさないも

る。その巨人が代替肉ビジネスに参入したのは

（ナチュミート）
」ブラ
年３月の「 NatuMeat
ンド５品目の発売は、食肉最大手企業の代替肉

コロナ禍で普及に急ブレーキ

原料を、さまざまな形に加工しておいしく食べ

理念の背景には

トしたという。

19

た」と福田主事は振り返る。

りも培養肉のような肉に近いものの研究が盛ん

り肉の味や食感を求める。植物由来の代替肉よ

「欧米の消費者は代替肉であってもできる限

ものが少し異なるという。

間違いないが、両者の間には代替肉に期待する

の福田勝徳主事

産や水産物などの既存の原料調達だけにこだわ

21

日本ハム株式会社加工事業本部マーケティング推進部

ところが、突然の新型コロナウイルス感染症
された。また、大 手スーパーの精 肉 売り 場に大

った。食肉業界各社からも次々と新製品が発売

の新製品を市場に投入し、一層のテコ入れを図

代 替 肉の 市 場 が 急 拡 大 す る 米 国 では 畜 産 団 体

伸ばせば、自分たちの食肉需要が縮みかねない。

そ う な 商 品 が ス ポッ ト ラ イ ト を 浴 び て 需 要 を

生産者、食肉加工の業界関係者たちだ。競合し

た代替肉の話題が追い風になった。
の感染拡大で小売店などに消費者が殺到。代替
豆を原料とする「ひき肉」が並ぶなど、代替肉市

日本ハムの服部マネージャーは「食肉の多く

肉にとってブレーキとなった。スーパー店頭で

代替肉市場が今後、大きく成長するには、何が

が代替肉に置き換わることはないだろう」と説

が「肉（ミート）の表示ができるのはリアルな畜

必要なのだろうか。福田主事は次のように説明

明する。代替肉は、あくまでも世界中で不足する

場は再びすそ野を広げながら拡大路線に乗った

する。

たんぱく質を補う手段の一つ。食肉ならではの

食肉製品などが一時的に品不足となったため、

「製品の味を改善できるかが決め手になる。欧

おいしさがあるだけでなく、子どもの成長に欠

産物だけだ」と声を上げている。

米のように毎日肉を食べている市場では、『たま

かせない必須アミノ酸は動物性たんぱく質のみ

ようにみえる。

には代 替 肉』と割り切れるが、日本では肉と同

に含まれており、需要はこれからも底堅いとの

営業部隊の多くが定番商品の供給に追われ、結
果としてナチュミート製品の取り扱いが減って
しまったのだ。
年

年後半になって混乱は収まり、業界各社は

再び代替肉に力を入れ始めた。日本ハムは
21

20
春、ナゲットやカレーなどナチュミートの四つ

じレベルの味や食感が求められる。現在の製品

不二製油の大森社長も、代替肉が食肉などの

見方だ。

求められている。この分野は食肉を長く扱って

畜産物を駆逐するとは考えていない。消費者が

は非常にレベルが高いが、引き続き品質向上が
きた当社の出番であり、研究開発には力を入れ

自分の好みやＴＰＯに合わせてさまざまなたん

世界で生産される食肉３億５０００万㌧
（国

が広がったとの見方だ。

ぱく質を摂取し続けると話す。消費者の選択肢

ている」
消費者が代替肉にもっとおいしさを実感でき
年９

るようになることが、普及のかぎを握っている
という見方だ。日本ハムが製品発売前の

連食糧農業機関）が、ただちに代替肉に移行す

向きな回答が多かった半面で、おいしくなさそ

「健 康に良さそ う とか、繊 維 分が多いとか前

づくとき、畜産物を買い続けてもらうためには、

可能性はある。外観や食味が限りなく食肉に近

な進歩は、代替肉の品質を飛躍的に押し上げる

るとは考 えにくい。ただ、フードテックの急 速

うとか、やっぱり肉を食べたいという声もあっ

自然環境との調和。荒れ地の草など未利用資

納得できる理由付けが必要になるはずだ。
ァンを広げるためには、消費者をひきつけるお

だろう。 

産経営にとって、いちだんと大切になってくる

との交流。こうしたキーワードが、世界 中の畜

源の活用。アニマルウェルフェアの浸透。消費者

畜産の生産者に大きな影響か

いしさが欠かせない」と福田主事は指摘する。

た。積極的に代替肉が食べたいというコアなフ

は裏付けられる。

月に実施した消費者アンケート調査でも、それ

19

こうした代替肉の躍進に気をもむのは、畜産
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日本ハムの代替肉を使用した「NatuMeat（ナチュミート）」シリーズの商品

ない」の大合唱。鳥越氏は「やりたいという熱意」

３基の多関節アーム型ロボットがパック容器を

豆腐を、カッターが一丁の大きさに裁断すると、

る」との声に、江原氏は諦めかけていたが、鳥越

対にあっていた。「工場建設はリスクが大き過ぎ

新工場用地の購入をめぐって家族や周囲の大反

が拡大した。いずれ、新潟や長野県にも拡大さ

取り払われ、神奈川県を除く関東一円にエリア

機会を得た。当時、生協法の改正で県境の枠が

主要な販売先は生協。日生協に取引の縁があり、

11

2021・9 AFCフォーラム

特集 動き始めたフードテック

食品ロス削減や新たな価値を創造する

式会社（当時）を退社し、妻・智香子さんの実家

年に稼 働し、量産 体 制が整った。

上から斜めにチョンと乗せていく。その後、柔ら

氏は電話で「私はやりたいんです」と伝えた。「そ

れる。そうなれば、群馬 県は関 東や信越への絶

新 工場 は

かい豆腐を傷つけないよう、弱い圧力を加えて

うかい。やりたいのかい」と嬉しそうな江原氏。

賞味期限３倍で食品ロス削減に

容器に完全にはめ込む。最後にラインの出口に

億円。これ

しかし、新工場の建設は並大抵ではなかった。
当時の相模屋食料の年間売上高は

だが、生協の工場 審 査は厳しかった。試運転

期間に指摘された改善要求項目は１０００を超

億円にもなる。金融機
関が「過剰投資」と判断すれば計画は頓挫する。

えた。中でも細菌の抑制には厳格だった。半年間、

に対して設備投資額は

ロボットメーカーも「湿気の多い豆腐工場に精

生協職員が泊まり込みで、品質管理のあり方を

。大豆の浸漬から包装まで一貫し

生産ラインの全自動化で、豆腐の生産量は１時

密 機 械の 導 入 は 無 理 」
「 豆 腐 の よ う な 柔 ら かい

基。

間１５００丁から８０００丁に跳ね上がった。

第三工場

―

群 馬 県 前 橋 市 に あ る 相 模 屋 食 料 株 式 会 社の

人の手は一切入らない。

好の配送拠点になる。

当時、社長だった義父の江原寛一氏（現会長）は

だけで銀行やメーカーを説得した。

かねこ ひろみち
1947年茨城県生まれ。71年早稲田大学卒業後、日本経済新
聞社に入社。経済部を経て編集委員、論説委員に。退職後、鳥
取環境大学環境政策学科教授、帝京大学経済学部教授を歴
任。2018年から帝京大学客員教授。水産ジャーナリストの会
会長。著書に
『TPPと農業の異次元改革』
（東京図書出版）
など。

である相模屋食料に入社したのは２００２年。

フードとテクノロジーを融合させ、新たな食の価値を生み出すフードテック。食
品ロスの削減や新しい商品価値の創造、さらに新たなビジネスモデルの創出につ
ながる。フードテックに取り組み、成果を上げている相模屋食料株式会社と株
式会社ニチレイフーズの事例を紹介しよう。

年商上回る設備投資でロボット化

KANEKO Hiromichi

金子 弘道

こうして第三工場の建設が決まった。

凝固ラインから流れ出てくる大きな布団状の

ジャーナリスト

ある黄色いロボットが箱詰めしていく。この間、

05

指導した。これが複合的な衛生管理システムに

た製造ラインで稼働するロボットは合計

32

ものをつかめるロボットは作れない」と、「でき

41

代 表 取 締 役 社 長の 鳥 越 淳 司 氏 が 雪 印 乳 業 株

11

つながった。
新工場の最大の特徴は製品の温度管理にある。

ある。賞 味期限が残り３分の１を切ると、食品

傘下の７社は

を上げれば、再び黒 字 化して成長 軌 道に乗る。

年１月までにすべて黒字化し、

は小売店の店頭から撤去・廃棄されるか、ディ

そのうち３社は債務超過を解消した。豆腐は地

配品」で日持ちしないから、配送エリアは２００
㌔メートルが限度といわれてきた。だが賞味期

豆腐の新しい価値創造にも力

加速する。

ーが傘下に加われば、商品群は充実し広域化が

スカウント販売される。小売店頭での販売期間

れを「ホットパック方式」と名付けた。

限の延長で、遠隔輸送が可能になった。その際、

豆腐の新しい価値創造にも力を入れる。
２０

豆腐の日持ちも格段に長くなった。雑菌が最

営業の武器になったのが、生協の品質基準をク

１３年には、テレビアニメ「機動戦士ガンダム」

度前後。食品を扱う場合、

リアした実績と、ロボットによる生産だった。工

の架空の兵器「ザク」をかたどった「ザクとうふ」

一気に冷ますので雑菌繁殖の温度帯を通る時間

大した。第三工場が稼働する前の２００４年２

広 域 化の 進 展 で 相 模 屋 食 料の 売 上 高 は 急 拡

ヘルシー麺「とうふ麺」、レンジアップで一人前

の後も、たんぱく質の取れる植物性１００％の

度の 温 度 帯 に 置 く 時 間 をで き る だ け 短

場を見学したバイヤーの信頼は一気に高まり、

を発 売して、ガンダム世 代の人 気を呼んだ。そ

日へと３

が短い。賞味期限は従来の５日から

億円だった売上高は、
５年後の

に１０４億円、 年度には３１８億円と

月 期に

の豆腐 鍋が簡 単に食べられる「ひとり 鍋」シリ

倍に延びた。
賞味期限が延びた効果は大きかった。一つは

倍近くに膨れ上がった。相模屋食料は現在、

品）である豆腐の魅力や可能性をさらに広げる
業界トップになった相模屋食料には、経営不

酵の技術を用いた独自の製法によりチーズのよ

（ビヨンド・トウフ）
」だ。低脂肪豆乳を使い、発

売上高で業界トップ。鳥越氏は国内外合わせた

振に陥ったメーカーや金融機関から「救済型Ｍ

うな味わいと性質を実現した。温めると溶ける

ために開発したのが、「ＢＥＹＯＮＤ ＴＯＦＵ

＆Ａ」の話が舞い込むようになった。この 年ほ

味期限までの期間をメーカー、小売店、消 費者

の

04 09

が進んでいる。厚生労働省「衛生行政報告例」に

ど、豆腐市場は縮小を続け、企業の淘汰と再編

ルが持って女性にアピールしている。

ベント「東京ガールズコレクション」では、モデ

のでピザやトーストにも合う。ファッションイ

年には日本気象協会と、気象データを使っ

よると、 年に１万３０２６あった豆腐製造施

20

設は、 年に６１４３施設と半減した。相模屋

05

18

鳥越流の再建策は、まず各社の得意分野に資

う寄せ豆腐の売り上げが気象と連動することが

り 組みも始めた。調 査の結果 、冷ややっこに使

て豆腐の需要を予測し、食品ロスを削減する取
源を集中し、既存設備で黒字化する。その後、新

わかった。

寄せ豆腐は前日より気温が上がると売れるが、

規の設備投資で成長基盤を固める。投資の増大

食料は業界の駆け込み寺のようになった。

14

食品ロスの削減だ。食品流通には製造日から賞

32

売上目標として１０００億円を掲げる。

19

20

15

ル」が見直されてきているとはいえ依然として

相模屋食料株式会社代表取締役の鳥越淳司氏

さらに 年、プラントベースフード（植物性食

年度

～

縮することが重視される。ホットパック方式な

遠隔地からの注文が増え始めた。

も繁殖する温度帯は

もう一つは販売エリアの広域化だ。豆腐は「日

豆腐は出来たてのアツアツ状態が最もおいしい。
度でパ

域性が強い商品だ。地域の特色ある豆腐メーカ

～

が延びれば、当然食品ロスは減る。

21

これまでは熱くて触れないという理由から水に
さらしていたが、全自動ならセ氏
60

ックでき、風 味が落ちない。相 模 屋 食 料ではこ

55

ら高温でパックし一定程度の高温を維持した後、

36

ーズなど、豆腐の新しい食べ方を提案している。

40

年度

30
で３分の１ずつ分け合う商慣習「３分の１ルー

10

で業績は再び赤字に陥るが、攻めの投資が効果
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食品ロス削減や新たな価値を創造する

削減率を半減し、その他の蓄積技術と合わせて

置きレシピも提供する。

ケティングは大きく変化するだろう。食品企業

アプリでデータが集まれば、ニチレイのマー

発した鶏肉原料を検査するＡＩは、画像検査シ

の悩みは、サプライチェーンが細分化・分業 化

はない。消費者のニーズの変化もその一つだ。ニ

食 品 企 業 が 直 面 す る課 題 は 食 品ロスだけで

を安 く大量に作ってきた。しかし、顧客が何を

ーカーが「おいしい」
「売れる」と判断した食品

と。これまでは市 場調 査や試 食などを通じ、メ

荷の低減には、豆腐など植物性たんぱく質が欠

ファイバーの開発。さらに食資源不足や環境負

と取り組む「おから」を利用したセルロースナノ

食料の食品ロス削減の取り組み、芝浦工業大学

進 会 議」でスピーチに臨んだ。テーマは相 模 屋

一人ひとりの嗜好や行動に適した商品やサービ

ス」を作成した。予測の中で浮上したのが、顧客

とめた「２０２５～２０３０年未来事業コンパ

チレイの技術と組み合わせて何ができるかをま

まず、ライフスタイルや社会の変化を予想し、ニ

署を設置し、グループ企業などと検討を始めた。

最も集中しているのがこの分野だ。パーソナラ

イスもできる。米国ではスタートアップ企業が

分析し、どのような食事をとればいいか、アドバ

えば遺伝子や血液、腸内細菌など生体データを

健康状態に応じた個別対応も可能になる。例

ば、そこに的を絞った商品開発や供給ができる。

単独で開発するのは不可能だ。外部のスタート

唐揚げなどに使う鶏肉の除去しきれない骨など

や状況を入力すると、ＡＩがそれに応じた献立

でパーティーっぽい食事を」など、その時の気分

夜はさっぱりしたメニュー」とか「友達が来るの

情報と調理データを組み合わせられること。「今

アプリの最大の特徴は、ユーザーの心理的な

イノベーション・プログラムに参加した。プログ

したフードテック関連のグローバル・オープン

ー・キャピタル「スクラムベンチャーズ」が開設

品大手とともに、サンフランシスコのベンチャ

ディングスやカゴメ、不二製油グループなど食

ニチレイは２０２０年９月、日清食品ホール

冷凍食品大手の株式会社ニチレイフーズは、

13
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それは実際の気温でなく「体感温度」に左右さ
％の削 減を目標にしている。また、自 社で開

いうつぶやきを解析し、体感温度を数値化した
ステムを組み込み、ピンポイントで血合いや羽

れる。そこでツイッターに投稿される「暑い」と
のが「寄せ豆腐指数」だ。気象協会が天候から予

し、消費者のニーズが見えにくくなっているこ

チレイグループを統括する株式会社ニチレイは、

食べているか、食生活データが「見える化」すれ

きょうざつぶつ

根などの夾雑物を除去する。

ロスは ％削減された。

年 ４ 月 に 新 規 事 業 を 開 発 す る た めの 専 門 部

かせないと訴えた。

月から提供を始めた。ユーザーが六つの質問に

アップ企業や異業種などと協業し、新たな視点

だが、多岐にわたるフードテックを、一企業が

デルが必要になるだろう。

供給システムは通用しなくなり、新たな供給モ

イズ化が進めば、従来の大量生産大量消費型の

鳥越氏は「大豆由来の植物肉が脚光を浴びて

スマートフォン用アプリ「ｃｏｎｏｍｅａｌ ｋｉ

いるが、アジア圏の人々は昔から大豆で育って
いる。フードテック革命は豆腐にとって大きな

ｔｃｈｅｎ」
（このみるきっちん）を開発、 年

答えると、ＡＩがユーザーの「食タイプ」を診断

をＡＩ（人工知能）で識別する技術を開発した。

を提案する。提案と決定を繰り返せば、ＡＩが

ラムの名は「Ｆｏｏｄ Ｔｅｃｈ Ｓｔｕｄｉｏ ―

ン」が重要になる。

この結果、良品か不 良品か判別が難しく、万が

学習し提供する献立の精度が増す。この他、毎

Ｂｉｔｅｓ！」（以下Ｂｉｔｅｓ）
。オープンイノベ

進法」を施行している。

一に備えて廃棄する「念のため廃棄」が減る。ニ

日の調理負担を軽くできるよう、
５日分の作り

案する。

を取り入れて開発する「オープンイノベーショ

11
し、一人ひとりに合った献立を一日七つまで提

20

チレイフーズは導入から３年をメドに製品廃棄

を掲げ、政府も２０１９年に「食品ロス削 減推

課題だ。ＳＤＧｓは目標の一つに食品ロス削減

食品ロスの削減は大手企業にとっても大きな

献立はアプリで新たな供給モデル

チャンスだ」と声を強めた。

顧客の好みを可視化できないか。ニチレイは

スを提供する「パーソナライズ化」の進展だ。

で開かれた「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）推

年６月、鳥越氏はニューヨークの国連本部

30

毎日配信する。指数の導入で相模屋食料の食品

測される売れ行きを指数で表し、相模屋食料に

80
17

19

では、軽く調理した食肉や魚介類を２年間保存
できる「真空調理無菌包装」や微細藻を利用し

ーションを通じて、新素材やＩｏＴ調理家電、食
のパーソナル化といった食の新たな価値創造に
た排水処理、介護 食用の調理家電、大豆ライス
など新たな共創の種が生まれている。ニチレイ

取り組む。スクラムベンチャーズは、日本でのプ
ログラムを推進するため、新会社「スクラムスタ

月にインド

が相次いで植物肉市場に参入した。 年３月に

はカゴメや不二製油グループ本社、ＮＴＴなど

社が、植物肉の認定制度をつくるための組織

「プラントベースドライフスタイルラボ（Ｐ Ｌ
ＡＢ）」を設立し、植物肉の普及をめざしている。

欧米ではフードテック開発が熱を帯びている。

米国では２０１０年代半ばから食関連のスター

トアップ企業が急増した。貧困や健康、食品ロス、

社（以下、グルメ社）に１５００万㌦を出資し、

のスタートアップ企業、ディライトフルグルメ

業種も参入し、異業種の発想やスキルで食の世

開発が活発化した。デジタル、医療、電機など異

業領域にするものも多く、食品大手との研究・

食料不足、環境といった社会的課題の解決を事

インドへの足掛かりをつくった。グルメ社はバ

界にイノベーションを起こしている。中でもデ

年

ンガロールを中心に畜産物や水産物の流通・宅

ジタルと先端素材の開発スピードは速い。

需要予測手法を学び、低温物流のノウハウなど

グルメ社からＥＣビジネスや情報技術を使った

ステムを構築する上で、フードテックはキーテ

年７月にまとめた中間報告で、「次世代フードシ

階だ。農林水産省の「フードテック研究会」は

欧米に比べ、日本企業はスタートを切った段

品質 管理技術を提供する。当面、グルメ社の流

クノロジー」と位置付け、研究開発や投 資環境

肉原料を開発する、熊本市のスタートアップ企

一方、ニチレイフーズは発芽大豆由来の植物

技術の育成に力点を置く。

通ルートを使ったニチレイの製品の販売はせず、

ｃｉｏｕｓ（リシャス）」を運営する。ニチレイは

配 サ ー ビ ス の 電 子 商 取 引（ Ｅ Ｃ ）サ イ ト「 Ｌ ｉ

これとは別に、ニチレイは

インド企業とタイアップ

タートアップ企業を求めている。

はＡＩを利用した食の嗜好分析で協業できるス

年４月に開催した「プ

ジオ」を東京に設立した。
スクラムスタジオが
社と３自治体が参加し、

ログラム先行事例発表会」によると、Ｂｉｔｅｓ
には日本の大手企業
世界 カ国から選抜されたスタートアップ 社

にAI自動選別技術を活用。食品ロス削減だけではなく、人手不足や労働環境改善にも寄与する

21

などの整備が必要と強調する。背景には、出遅

れれば日本の食品産業がガラパゴス化しかねな

いとの危機感がある。

月、オープンイノ

ベーションの枠組みで「フードテック官民協議

中間 報 告 も踏まえ、 年
芽するタンク内の酸素や二酸化炭素、温度、水

会」が立ち上げられた。官民横断の異業種連携

発はもちろん、大手食品企業や、中小企業に眠

日本企業が遅れを取り戻すには、新技術の開
年に米株式市場のＮＡＳＤ

っている技術の発掘などいっそうのスピード感

を持った対応が求められている。 

年

植 物 由 来の食 肉は、米スタートアップの「ビ
ヨンドミート」が

したフードテック開発をめざしている。

分を調整して栄養価を高める独自の製造技術を

業「ＤＡＩＺ」に出資した。ＤＡＩＺは大豆が発

20

21

18

15

のプラットフォームとして、日本の強みを生か

10

85

ニチレイフーズでは、従来、人が目で見ておこなっていた鶏肉原料に残る血合いや羽根の除去

12

持つ。ニチレイフーズは 年３月、ＤＡＩＺと開

20

30

と新しい食品産業の創出をめざしている。発表

AIあり（現在）
AIなし（従来）

18

発した大豆ミートの冷凍ハンバーグを発売した。

21

ＡＱに上場して脚光を浴びたが、日本でも

19

から日本ハムやイオンなど食肉大手や流通大手
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14

20

動き始めたフードテック
特集

吉丸 栄市
さん

大分県国東市
くにみ農産加工有限会社代表取締役

は条件の悪い地域です。しかも、い

らです。現在も、国東市が ％、キユ

アヲハタ株式会社に出荷していたか

絞り込み、多様化した製品を思い切

トなどの冷凍加工野菜と乾燥野菜に

まから

って整理しました。

年ほど前、生産調整で始め

条件不利地域で付加価値の高い農業を実現
ＩＴを活用し高品質バジルペーストを生産

山がちで農地面積が狭く、高齢化
の進む条件不利地域で、バジルとい

ーピーが約 ％出資しています。

かけがえのない存在

吉丸 いろんな製品に手を出してい

た温州ミカンの価格が暴落し、町の

今もイチゴジャムを作っている

国見町の農業を支え、地域の小規

始めましたが、その後、さまざまな

ましたが、競争力に欠けるものが多

う付加価値の高い作物を加工するこ

─

模農家が安定した収入を確保するに

野菜の加工に乗り出しました。露地

かったからです。経営は「じり貧」に

基幹産業である農業は存亡の危機に

はどうしたらいいか。そこで、付加価

イチゴの収穫時期は春だけなので、

なっていました。

とで、地域農業の維持に貢献してい

のですか。

テム（クニミックスクラウド）を早

値が高く鮮度が問われない生産物と

年間通して工場を稼働させるために、

なぜ絞ったのですか。

くから導入し、農家の栽培手法の標

して考え出されたのが、露地栽培の

ホウレンソウやタマネギ、ニンジン

「良い製品は良い原料から」と「地域

─

準化をはかり、製品の品質安定につ

イチゴをジャムの原料に加工するこ

の一次加工品、それにピクルス用の

とともに」の二つでした。おいしく

作っていません。イチゴから

なげているだけでなく、新規参入者

とでした。その工場を建てることに

キュウリ、冷凍ピラフなど多様化し

て安心できる製品を作るには、原料

吉丸

を呼び込んでいる。

なり、
１９８１年に町や農協、それに

ていきました。さらに、フライドオ

がよくなければいけません。地域の
大手食品メーカーのキユーピー株

て食品メーカーに納める。地域の農

大 分 県 の 旧 国 見 町（ 現 国 東 市 ）

吉丸 国東半島の北部に位置するこ

式会社も出資しました。これは、こ

しかし、私が社長になった２００

家さんのためになりましたし、納入

─

の地域は、山間地で広い農地がない

こで作ったイチゴジャムの原料とな

９年以降、主力製品をバジルペース

乗り出しました。

くってもらい、それを当社で加工し

小規模農家に品質の良い農産物をつ

うえ、交通の便が悪く新鮮な野菜を

る加工品を、同社のグループである

油で揚げて作る乾燥野菜の製造にも

消費地に運びにくい。農業を営むに

会社の創立当初から、経営理念は、

地域の有力農家たちが出資してこの

ニオンやフライドガーリックなど、

地域農業の維持で設立

の第３セクターとして設立されたと

会社が設立されたのです。

立たされました。

30

聞きました。

る。ＩＴを活用した生産地管理シス

20

40

15
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いました。

先のメーカーにも評価してもらって
にとって「かけがえのない存在」に

品を作ることで、納入先のお客さま

地で当社でしかできない価値ある製
ことに決めています。営業に行かな

いるので、小売りも通販もやらない

吉丸

かい新葉だけです。

る葉は、新芽から２節目までの柔ら

使用は厳密に決めています。収穫す

ますから、栽培に使う肥料や農薬の

ヒトやモノ、カネが限られて

ところが、アイテム数を増やしす

くても買ってもらえる業務用製品を、

農家が収穫したバジルの葉は、当

なることが、生き残る道だと考えま

社の工場に持ち込んだその日のう

ぎたため、売上高は増えているよう

るものに絞って生産しています。そ

ちに加工します。虫などの異物を取

「 こ れ だ け は 負 け な い 」と 自 信 の あ

現在の当社の経営目標は、創業時

れが、スイートバジルを加工したバ

した。

農地面積の少ないこの地域で、一般
の二つに加え、「かけがえのない存在

り除き、鮮度が落ちないうちに加工

に見えても内実が伴いませんでした。
的な農産物を加工しようとすれば、

ジルペーストなどの冷凍加工野菜と、

バジルペーストを作ることにな

年余り前からなのですね。

はい。当初は５軒の農家に声

をかけ、バジルの栽培を始めました。

吉丸

─

地中海気候にぴったり

でした。

ルペーストを作れないかという提案

加工して、色や香りをとどめたバジ

そうです。そこで、バジルの産地で

存すると、色や香りが飛んでしまう

作っていましたが、葉を冷凍庫に保

みずから加工してバジルペーストを

た。そのシェフは生のバジルの葉を

ンのシェフが困っているとの話でし

当時、知人のイタリアン・レストラ

培とペーストへの加工を始めました。

かけで、１９９９年からバジルの栽

吉丸 キユーピーからの依頼がきっ

ったいきさつは？

─

それに味わいが生きるのです。

することで、バジル特有の色や香り、

などの乾燥野菜です。

イドオニオンやフライドガーリック

サラダのトッピングに使われるフラ

になる」を掲げています。

バジルペーストが主力

他の産地から原料を仕入れること
になります。価格競争力がないうえ、
他社との商品差別化も図れません。
キユーピーなど食品メーカー向

98

─

バジルの栽培は、細かな作業が多
く労働集約的です。生の葉を加工し

76

けの業務用だけで、小売用は作って
いませんね。

よしまる えいいち
１９６８年、大分県国見町（現国東市）生
まれ。 歳。東海大学工学部卒。大手食品
メーカーのキユーピーに就職。 年に父
が社長を務める「くにみ農産加工」に入
社。生産本部長、専務を経て、
２００９年
から代表取締役社長。ＩＴ技術を活用し
た独自の生産地管理システムを導入し、
高品位のバジルペーストの生産につな
げ、高収益の企業に育てる。
53

くにみ農産加工有限会社
１ ９ ８ １ 年 、旧 国 見 町（ 現 国 東 市 ）や 取
引先のキユーピー、地元の有志らが出資
し、地域農産物の加工事業を担う第３セ
クターとして設立。現在では、生産品目
を競争力のあるバジルペーストなどの冷
凍加工野菜と、フライドガーリックなど
の乾燥野菜に絞る。資本金８０００万円。
売上高約 億円。従業員 人、うちパー
トなど 人。

20

契約農家といっしょに栽培方法を研
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16

14

41

そもそも、創業時の経営理念に反し
そこで、社長になった私は、この

本社工場に隣接するバジル畑で、吉丸栄市さん＝大分県国東市で

ます。

変革は人にあり

ルの名産地であるイタリアの地中海

間降水量が少なく温暖で、実はバジ

瀬戸内海に面するこの地域は、年

育ちました。

究し、現在では国内最大級の産地に

て丁寧に作業をしている人は目に見

べてみましたが、やはり時間をかけ

物の混入の少ない人はどんな人か調

れます。収量の多い人や、虫など異

によって単収や品質が大きく左右さ

の背景は、農産物の栽培管理を「見

ス」は当社の愛称で、システム開発

ム」を稼働しています。「クニミック

から「クニミックスクラウドシステ

力を入れていることで、２０１４年

すれば、高品質のバジルを生産でき

が目立つのも、このシステムを利用

績もあります。また、新規参入農家

の収量が、他産地より高いという実

この地域のバジルの単位面積当たり

品質の安定と向上につながりました。

るからです。

える化」することで、加工する原料
農産物の品質を向上させ、産地のブ

えて出来が違います。
契約栽培している農家は今年、約

気候に似ています。このため良質な

バジルが栽培できるのです。

「世界一の品質」めざす

ランディングを図ることにありま
す。

戸増えて１００戸余りになりまし

た。バジルの総出荷量は過去最高を

加えて、バジルの栽培は広大な農
地を必要としません。しかも、バジ

吉丸

これからめざすことは？
ですか。

ともに」は、曲げられません。農業生

─
吉丸 契約農家の作業や出荷状況な

産面で条件の悪いこの地域で、ニッ

具体的にはどのようなものなの

どの情報が、システムの中にすべて

チな作物である、バジルという付加

ですが、小さな農地でも高い収益が

は ・７歳になります。

栽培農家は何戸いるのですか。

迎されないものですが、当社の契約

地域の外からの参入は一般的には歓

パソコンやタブレットで生産履歴を

ートにもなっています。農家自身が

このシステムは、農家の栽培サポ

どう見られているか知る機会が多く

勤がありませんから、外の世界から

域の農家さんや、当社の従業員は転

─

農家であれば、地域でも受け入れて

２０２０年は

戸余りで、バ

吉丸

認められることで、当社が社会にと

ありません。当社の製品が高品質で、
ジュールを知ることができ、その結

確認することで、次の農薬をまく時

栽培から生産管理まで、ＩＴを

このシステムの導入で、農家の栽
培手法の標準化が図られ、バジルの

 （ジャーナリスト

とができると考えています。 
村田 泰夫）

って必要とされる企業であり、その

もらえています。地域農業の振興に

─

導入していますね。
私がこの会社に移ってから

果、製品をジャストインタイムで納

ジルの葉の総出荷量は１００㌧を上

27

兼業農家が、定年退職を機にバジル

ＩＴによる生産システム

納入先からかけがえのない存在だと
70

生産に特化した人が目立ちます。

吉丸

企業で仕事をしていると実感するこ

期や、収穫可能時期などの栽培スケ

80

と、 歳代が ％、 歳代が ％で、
41

この年齢層で７割弱を占めています。

60

バジルの栽培は、栽培管理の仕方

入できます。

寄与していると自負しています。

そと

契約農家が若返るのは驚きです

21

66

─

入っています。いつ苗を植えて、い

価値の高い作物で地域農業を発展さ

見込んでいます。平均年齢は、年々

つどのような肥料をほどこし、どの

せていくことは、今後も変わりませ

ルの葉は軽くて運びやすい。小規模

ね。

農薬をいつ使ったかが入力されてい

ん。めざしているのは、世界一品質

63

創業時の理念である「地域と

見込まれます。また、当社にもメリ

吉丸 今年増えた 戸のうち４戸は、

ます。残留農薬の規制で農薬を使っ

の高い製品です。

下 が り 続 け て 、 年 当 時 ・２ 歳 だ

ットがあります。工場の近くにバジ

地域以外から新規に参入した人です。

てから一定の日数がたたないと収穫

新たに「かけがえのない存在にな

農家が多く、高齢化の進んだ当地域

ル畑が散在していますから、まるで

意欲のある若い人が目立ちます。小

できませんから、安全・安心の原材

る 」と い う 経 営 理 念 を 掲 げ た の は 、

ったのが、 年には ・４歳に、 年

「畑の中にある工場」です。鮮度の落

さな農地でも、バジルを丁寧に栽培

料を調達するため、厳密に管理して

このことと関係しています。この地

集約的な農作物ですから管理は大変

ちない高品質のバジルペーストを生

すれば、全量買い上げてくれて安定

います。

20

回りました。農家さんの年齢をみる

地域農業の振興に寄与

62

17

20

─

産することが可能なのです。

した経営が実現できるからでしょう。

の農作物にぴったりなのです。労働

20

変革は人にあり

17
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ちょっと暇があくと地図を眺めて楽しんでいるようなタイプの
人間なのだが、そうやって見つけた不思議な名前の土地を選んで
旅をしていたことがあった。新潟の長岡の北東あたりに、「人面」な
る場所があるのを発見して訪ねたのは、 年代終わりの初夏の頃。
当時すでに人面犬やら人面魚やらの騒ぎは下火になっていたもの
の、ファンタスティックな興味をかきたてられるものがあった。
もっとも、この地名はジンメンではなくヒトヅラと読む。長岡の

「あぶらげ」の風景

先の見附という町からバスに乗っていった人面の地は、田んぼの
なかに古い家が寄り集まったのどかな集落で、「もとは土地を開拓
した四人衆にちなんで四人面（シトヅラ）といっていた」なんてい
う由来を伺った。
昼どきに食堂ひとつ見あたらない人面集落を歩いていて目にと
まったのが、「あぶらげ」と確か平仮名で記した赤い旗。昔の商店街
が歳末セールの時期に掲げたような古めかしい赤旗だが、そこは
小さな豆腐屋というか、油揚げの専門店だった。すぐそばの自販機
で買ってきた缶ビールを開けて、青々とした田んぼの景色を眺め
ながら立ち食いした油揚げの素朴な味（地元のモロミ醤油なんぞ
をふりかけたはずだ）とカリッ、フワッとした食感が舌に記憶され

泉 麻人

ている。
がん

人面の田園地帯をバスでぬけて、栃尾の市街に立ち寄った。栃尾
ぎ

は か つ て 城 が 置 か れ た こ の 地 方 の 古 い 町 で 、狭 い 商 店 通 り に「雁

木」という木造のアーケードが続いている。上越（高田）市あたりで
も見掛ける、多雪地帯特有の装置といえるが、そんな栃尾の雁木の

とばかりにのぞいた店のベテラン

通りにも、名産の「あぶらげ」の看板や旗を出した店が何軒も並ん
でいた。
ウマい油揚げをもう１枚！

職人が、ほぼ直角とおぼしき前屈姿勢で油揚げを仕上げて、手際よ
く包装紙にくるんで、そのまま顔を突き出したような格好でこち
らへやってきた光景がいまも目の底に刻まれている。 
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いずみ あさと
1956年東京都生まれ。慶應義塾大学卒業後、テレビ情報
誌編集部などを経て独立。1980年代から雑誌にコラム、
エッセイを執筆してきた。街歩きや旅をテーマにした著作
が多い。近刊は『続・大東京のらりくらりバス遊覧』
（東京
新聞）
。

コラムニスト

90

て

る

と

こ

き

さん

京和あずま株式会社取締役

京都府和束町

「カマキリさんが
害虫を食べてくれるの」
無農薬栽培に変え
苦しい歳月も経て今
宇治茶の畑に新しい風

あ ず ま

東 テル子




鎌倉時代、僧栄西 が宋から持ち帰った一粒の
茶種は、その後、京都高山寺辺りで栽培化され
茶園になったと伝えられる。併せて栄西は「喫
茶養生記 を
｣ 著し薬効を広める。いにしえの香
りに包まれた歴史の地に新しい風が吹く

19
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P19：捕まえようとしたカマキリがぴょんと顔の前に。無農薬栽培で消毒をしな
い茶畑にはカマキリの幼虫が育つ。そのカマキリは害虫を食べてくれる益虫。だ
から「カマキリさん」。カマキリも茶畑の大事なスタッフだ P20：抜けるような
青空、茶畑の深緑。うまい茶を育む茶の郷の風景もまた雑味がない（右上） オリ
ジナル商品のネット通販も手がけている。
「輸出も順調だ」
（右下右） 紅茶をつく
る萎凋（いちょう）作業（右下左） 茶葉を刈り取る作業も熟練の域（左）

独学で茶を学ぶ

「茶香服」と書いて「ちゃかぶき」
。

玉露２種類、煎茶３種類、合せて５種類の

お茶を飲み当てる競技である。順不同に５

種類のお茶が出され、それが５回繰り返さ

れる。
五感を使って茶の品質を見分ける能力

が問われる茶香服は、
茶業関係者にとってま

さしく真剣勝負の場。

コロナ禍になる前、
テル子さん
（ 歳）
は毎

ちょう

は石臼で抹茶に碾き上げる前の状態の葉の

茶葉は、 ％以上を碾茶に加工する。碾茶と

てんちゃ

東茶園の茶畑の面積は５・５㌶、生産した

子さんのご主人である。

茶園。
四代目当主の東周作さん
（ 歳）
がテル

治元年創業の自園自製の茶園だ。屋号は東

婚家は和束町で代々つづく茶農家で、明

るゆえんである。

り、山に霧がかかる。良い茶の産地といわれ

までも続く。寒暖差が大きく、時おり雨が降

中央を和束川が流れ、見渡せば茶畑がどこ

地として知られ、緑深い山々に囲まれた町の

１９９７年のこと。和束町は、宇治茶の主産

テル子 さんが 和 束 町 に 嫁いで き たのは

わ づか

び挑戦する、ということを繰り返してきた。

てもそれに満足せず、さらに勉強を重ね再

力試しと思い茶香服に参加する。
一度優勝し

から」というが、独学で茶の見分け方を学び、

果たしてきた。テル子さんいわく「鼻が利く

年のように茶香服に参加し、何度も優勝を

52

78

ことだ。碾茶以外には煎茶の生産を手掛け
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20

90

茶畑で作業の合間にくつろぐひととき。茶園の経営や商品開発を語る時には見られない柔和で優しい笑顔にもどる

ている。

抹茶を手軽に楽しんでほしい

年前、結婚を機に教職を辞したテル子

さんは、「京都」「農家」「お茶」という未知の

世界に飛び込んだ。

農作業だけでなく、日本茶の知識や茶の

淹れ方も基本から学んだ。
努力の甲斐あって

「日本茶インストラクター」
の資格を取得。
茶

道のお稽古にも通い、立居振る舞いの動作の

一つ一つに意味があることもわかった。だか

ら「勉強は決して無駄にはなりません」と力

をこめる。

やがて「茶に対する思いを直接、消費者に

伝えたい」
という気持ちが芽生えてくる。「抹

茶を手軽に楽しんでもらえる商品をつくり

たい」とも考えるようになった。

テル子さんが抹茶を使った商品開発に取

り組み始めたのは２００６年ごろ。朝食に豆

乳を飲んでいたことから、豆乳パウダーと抹
ちゃ せん

茶を混ぜることを思いついた。これであれば

茶筅がなくてもお湯を注ぐだけでおいしい

抹茶ドリンクができそうだ。

しかし、いざ取り組み始めると抹茶ドリ

ンクの試作品づくりは苦労の連続。
地元では

揃わない材料の調達役は夫がかってでてく

れた。試作はトライ・アンド・エラーの連続

で、材料を無駄にして落ち込むことも。そん

な時「惜しまずやりなさい」という夫の一言

が背中を押してくれた。開発の仕事に集中

できるよう、畑仕事の時間を調整してくれ

21
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京和あずま株式会社 URL…http://www.azuma-tea.com/

25

茶箱は茶園のブランドの象徴。
来 春 、東 京 の 農 大 を 卒 業 す る
長 男 が 町 に 戻 り 、こ の ブ ラ ン
ドと茶園の歴史そして夫婦の
想いを引き継ぐ

歳）

はテル子さんが頼りにする「まわりの人」の

有機ＪＡＳ認証を取得した茶も栽培してい

まずは種類がいくつかあったほうが目に
一人。得意の英語を駆使し、外国人バイヤー

全圃場無農薬の茶農家は数少ない。それを

東茶園のスタッフの金井隆史さん（

留まりやすいと考え、単品ではなく、「抹茶
の相手を一手に引き受けてくれるだけでな

成し遂げることがいかに偉業であるかとい

たのもありがたかった。

豆乳」「抹茶オーレ」「抹茶生姜」というシリ

く、京友禅の図柄をとりこんだパッケージも

うことがうかがい知れる。

だけでなく、手揉みやお茶の淹れ方を体験

をつくりたいと考えている。茶の知識を学ぶ

いま、
テル子さんは和束町にお茶体験の場

和束町には３００軒の茶農家があるが、

る。

ーズで商品開発の企画をテル子さんはスタ

デザインしてくれた。周囲の人のサポートが
やりたい事を実現へと導いてくれるとテル
子さんは考えている。
テル子さんの顔が曇り、遠くに目をやっ

してもらいたい。できれば宿泊も。

京都府で誕生した品種にこだわり、「さみど

子さんは「和」のテイストを大事にしたいと

は国産の茶葉でつくられた紅茶のこと。テル

から和紅茶の開発にも挑戦した。和紅茶と

「和紅茶」という言葉が聞きなれないころ

う。

茶の無農薬栽培に取り組む決意をしたとい

者の関心が高まっていることを感じ、夫妻は

た。
２００８年、食の安心安全に対する消費

り、彼女は無農薬への取り組みを語りだし

一呼 吸おき、再びキリっとした眼 差に戻

来年の春になれば、東京農業大学で学ん

のように、収穫年や畑ごとのお茶の個性を

者も増えてきた。そうした人たちに、ワイン

オリジンの茶葉の味わいに興味を持つ消費

ドでつくり上げるのは匠の技だが、シングル

れてきた。毎年、定番のおいしい味をブレン

て 苦 し そ う な 表 情 を 浮 か べ た 瞬 間 が あっ

り」「あさひ」「ごこう」「宇治みどり」を使っ

「農薬を減らすことから始めて、試行錯誤

でいる長男の太平さん（ 歳）が大学を卒業

近隣の市町村のお祭りでの販売イベントに

最近はワインの影響か、農作物は同じ品

た和紅茶が誕生した。

を繰り返す日々が続きました。とくに最初

して、和束町に戻り一緒に畑にでるようにな

た。話が無農薬栽培に及んだときのことで

目下の課題は輸出だ。厳しいといわれる

の４、
５年は大変でした。農薬が使われない

る。

も参加した。買い手との交流の機会は励み

ＥＵの茶の輸入基準をクリアし、ジェトロの

ことに、茶の木が対応できないのです。品質

「いつも見守ってくれる頼れる後ろ盾」と

種であっても畑ごとに味が違うことが知ら

商談会にも参加。海外の個人客への商品の

が落ち、収量も減ってしまい、来年はどうな

いう夫、茶園を切り盛りしながら学ぶこと

ある。

直送を含めれば、輸出先は東南アジア、米国、

ることかと。
とにかく毎日毎日が不安との闘

を怠らず商品開発や新しい事業プランの実

たい ら

伝える場がつくれたら、と考えている。

欧州へと広がった。将来、中国市場にも挑戦

い。金融機関からの融資でなんとかつないで

を志す長男。

現に奔走するテル子さん、そして事業継承
一番苦しいときを乗り越えると、次第に茶

また一歩。

いました」と言う。

21



新しい頁が開かれる。 
（秋岡 栄子／文 河野 千年／撮影）

桜が咲くころ、
テル子さんの家族と茶園の

の木には自力で成長する力が備わり、品質
年以上
かかりましたが、いまは、すべての畑で無農

も収量も安定するようになった。「
には続きがある。「まわりにいる人の手を借

薬です」と胸をはる。現在は、
一部ではあるが

度も口にした。実はテル子さんの「一歩一歩」

話しながら、「一歩一歩」とテル子さんは何

無農薬でお茶を栽培する

したいと話す。

になった。

ェ」に出品、仲間と一緒に百貨店やスーパー、

産者のこだわりのお茶を集めた「和束カフ

開発した商品を販売するために、地元生

ートさせた。

51

りて任せること」だ。
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田

株式会社 Ｔｈｅ ＣＡＭＰｕｓ ＢＡＳＥ
代表取締役

食の重要性に気付き、食の源を担う農家の存在に興

井本 喜久

舎暮らしをしたいと思う人が都市部に激増

味を抱いた。

●いもと よしひさ ●
１９７４年広島県生まれ。東京農業大学農
学部農業経済学科卒業。「世界を農でオモ
シロくする」を理念に、持続可能な暮らし
を探求する人々のコミュニティー
「ＮＯＵ
ＯＮＬＩＮＥ ＳＡＬＯＮ」を運営。小規
模農家のスタートアップを学ぶ「コンパ
クト農ライフ塾」も主宰。各地で「農」を軸
に地域活性化を手掛けている。著書に『ビ
ジネスパーソンの新・兼業農家論』
（クロ
スメディア・パブリッシング）がある。

している。コロナ禍前でさえ、首都圏に住む

その頃の僕にとって農家というのは「重労働で忙

しいのにもうからない」というマイナスイメージが

〜 歳代の男女５００人におこなったアンケー

ト調査において、「田舎に移住をしたい」と考えてい

お金と、移住後の生活にかかるお金。それにひもづ

る。彼らの一番の心配事は「お金」だ。移住にかかる

しかし、彼らの多くが実際には移住できないでい

彼らとあれこれ語るうちに、「自然と共にある暮らし

１０００万円以上の農家の方を中心に足を運んだ。

実だった。僕は商い（農業）がうまく回っている年商

哲学やビジョンがとてもカッコいい」と思うように

なった。そんな彼らの姿を見て僕は「次なる生き方
はこれしかない！」と確信した。

そこで始めたのが、そんな「農ライフ」をあらゆる

僕は、このコミュニティーの中でこれからの農ラ

角度から学べるコミュニティーづくりだった。
ールの事業をやっている。だが以前は、農とは全く

イフに最も重要なキーワードは「コンパクト」だと
20

14
頃、妻がガンになって、その原因を模索するうちに

伝えている。ここでいうコンパクトとは、小さくて

関係ない広告の事業に 年以上携わっていた。 年

屋号で「農」をテーマとしたコミュニティーやスク

僕は２０１７年から Ｔｈｅ ＣＡＭＰｕｓ という

今、農家こそ最高の職業だ」ということ。

そんな彼らに僕が伝えたいのは「移住するなら、

いる。

のカタチがとても健康的かつ楽しげで、そこにある

数は確実に増えたはずだ。

56

く仕事の有無も、もちろん大きな不安要素になって

上の農家はおよそ８％しかいないという厳しい現

大きかった。それもそのはず。年商１０００万円以

50

る人が ・７％もいた（※）
。コロナ禍になってその

20
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主張・多論百出

く大きな豊かさを手に入れる生き方。

然の摂理にのっとって、小さなエネルギーで無理な

も質が高くきちんと機能するという意味であり、自

ャンプ場など農泊事業も組み合わせ、全国からあら

収益性のある事業にしていくためだ。そこに宿やキ

と考えた。自分たちの生産したものの価値を高めて、

自身もそんなコンパクトな農ライフに憧

ゆる世代の人々が訪れる農村として再生すること

り

をもくろんでいる。この再生事業は決して莫大な資

ま

れて、出身地の広島県竹原市田万里町にあ

本や設備投資が必要なわけではなく、ミニマムにス

た

る、かつて祖父と祖母が住んでいた築１５０年の古

タートさせて仲間たちとＤＩＹを重ね、 年くらい

僕
民家と、東京世田谷のマンションとの二拠点生活を

自分たちが食べる食材は自分たちの手で作り、そ

かけて徐々に作り上げていくもの。

田万里町は、子どもの頃父親に連れられて、よく

こに商いもうまく生み出していく。これぞまさしく

２０１９年からスタートした。
農作業を手伝いに行った場所。かつては美しい田園

コンパクト農ライフ。

僕が、この村での暮らしをスタートさせたきっか

そが主で、暮らしの中に仕事の要素があるべきだ。

するために暮らしているけど、本来、人は暮らしこ

都会で忙しい毎日に追われて働く人々は、仕事を

けは、 年の西日本豪雨だった。甚大な被害を受け

現在では名もなき農村になっている。

風景の広がる地域だったが、少子高齢化が加速して、

10

った。そこでスタートしたのが菜種と大豆作り。僕

半分くらいの大きさの田畑を借りられることにな

域の人たちにしたところ、いつの間にか東京ドーム

可能な場所に再生したい」と考えた。そんな話を地

アで泥かきをしながら「なんとかこの集落を持続

た田万里町の田畑に仲間たちを集めてボランティ

※一般
 社団法人移住・交流推進機構「ニッポン移住・交流ナビ」（２０１９・
４）より。「移住したいと思いますか？」の問いに対し、「ぜひ移住した
い」
「移住したい」
「できれば移住したい」と回答した人の合計。

トンになるはずだ。 

に受け継いでいくべき「持続可能な社会」というバ

人生をオモシロくする。その意思はきっと、次世代

の暮らし。その中にあるいろいろな知恵を活かして

自然とともにある食を起点とした農ライフ。循環型

らはこれを加工して、菜種油と豆乳チーズを作ろう

な

り

わ

い

これからはコンパクト農家こそ新しい
自然と共に暮らし、そこに生業も作る
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シリーズ

なお

株式会社ふしちゃん

だ

代表取締役

ふし

伏田 直弘

新・農業人

ひろ

さん

有機野菜の大規模経営で
儲かる農業を実現する
その先へ、理想の農業を求めて
2021・9 AFCフォーラム

25

新・農業人

株式会社ふしちゃん

所在地●茨城県つくば市

経営規模●施設49棟12,000㎡、路地70㌃
就農年●2015年

事業内容●コマツナ、ホウレンソウなど葉
物野菜
従業員●25人

URL●https://organic-fusichan.net/

福祉作業所に通所する皆さんと

増収増益の黒字経営
「有機農業は儲かる」
就農７年目の伏田直弘さん（
歳）はこう断言する。

伏田さんが農業に就くことを決

意したのは、いまから 年前、弱冠

さん だ し

歳のときだ。

23

伏田さんは毎年規模を拡大、前年

難しいとされる有機農業において、

販路が難しいなど安定した経営が

ったら人と戦 う 必要が少なく、自

受験戦 争がしんどくて、大人にな

生きるかをいつも考えていました。

と思いました」

目を付けたのが農業だった。「農

業は担い手が減少していることを

わけがないという 確 信から、ええ

知り、食うもんの産業がなくなる
４カ所に分かれている圃場に計

やん農業！ と決めたんです」と目
パイプが取 り 付けれており 、パイ
プの始点にはぶらぶらと動く長い
棒がついている。ハウス周辺には一
面にシートが敷かれている。
現 在、コマツナと水 菜を周 年 栽

一方で、す ぐに就 農したわけで

はなく、九州大学と同大学院で農

業経営を学び、企業での社会経験

も積んだ。

業では有機野菜による農業参入プ

新社会人として入社した外食企
９月に、
レタス２種
（ロメイン、
リー
こだわりの食材宅配サービス業者

機の野菜が高く売れることを肌で

城 県 鉾 田市にあった。このとき有

し

ロジェクトに 参 画した。圃 場は茨
などとの契約栽培がメインで、市場

感じ、将来独立して有機農業を開

「上司、先輩、同僚などとの日々の

金融制度と経営管理の知識を得た。

次 に 、金 融 機 関 に 転 職 し 、農 業

に出荷することはほとんどない。高

万円、今 年 度は目標としていた１

整え、売上高は昨 年 度が８０００

始することを決めた。

ほこ た

フ）を ～５月に生産する。販路は、

培、ホウレンソウ、パクチーを６～

を輝かして関西弁で話す。

棟のハウスが立つ。各ハウスには

ば市にある。

の研究機関の集積する茨城県つく

株 式 会社ふしちゃんは、国など

いる。

分の考えでできる職業につきたい

と進学校に通った。「将来何をして

た 。教 育 熱 心 な 家 庭で 中 学 、高 校

兵庫県三田市の非農家に生まれ

19

対比増収増益の黒字経営を続けて

病 害 虫の 管 理 に 手 間 が か か る 、

42

品質、適正価格、安定供給の体制を

11

億円を見込む。
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49

新・農業人

左上：袋詰めされた堆肥がうず高く積まれている倉庫
右上：
「人の手だと重労働だけど、これだと数秒で楽にできる」と遮光ネットの開閉を実演
下：包装ライン。野菜を包むフィルムは鮮度保持と見栄えを考えた仕様

27
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ディスカッションがとてもいい刺

激になりました」と振り返る。

そして２０１５年、外 食企業勤

務 時の人のつてで、つく ば 市に農

地が見つかったことから、青 年 等

就農資金を利用して就農。 年に

となる魚 粉や 粉 砕した石こう 、マ

も重要だ。土にはアミノ酸チッソ源

費用対効果を常に考えている点

可能だ。

とで冬場におけるハウスの保温が

り部分のビニールに水をかけるこ

下 げ ができる。またハウスの内 張

単に遮光ネットの巻き上げ、巻き

ルを付 けスイッチを入れると、簡

がる長い棒もその一つで、電動ドリ

するためだ。パイプの先端にぶらさ

るシートは雑草が生えないように

ハウスの敷地一面に敷かれてい

ーテク技術を大いに活用する。

を取 り 入れる一方 、身 近にあるロ

の環境制御システムにＩｏＴ技術

ある。かん水、温度管理などは最新

ハウスまわりには多くの工夫が

底した合理化の工夫である。

があるが、まず挙げられるのは、徹

伏田さんの経営には多くの特徴

先を見越して論理的に

げた。

は法 人化し、ふしちゃんを立ち上

19

新・農業人

ークの一環で、伏田さんのほ場を訪
病害虫防除について、伏田さんの

グネシウム、亜鉛、銅、
マンガンなど
混合作業は外部に委託している。
考 え方はこうだ。農薬などによる

れるようになった。

「 自 分 た ち で お こな う 手 間 と 天
化学的防除、病害虫に強い品種を

を独自配合した堆肥を使用するが、

秤にかけた結果です。土には相当

所からも作業に来てもらっている。

Ｂ型事業所の通所者へ支払う工賃

最後は、世の中の動きや消費者
の心情に先行する戦略を立ててい

は地域平均の２倍の額だという。

伏田さんの考える次の一手は異

ることだ。「一歩でも二歩でも人の
先を行きたい」と話す。

業種とのコラボだ。 年から茨城県

の物理的防除、ハチなど天敵 を使

てきた。販 路開 拓にはロットが必

就農 当初から規模拡大を進め

か 楽 しみです 」と茶 目っ気 たっぷ

なった。「経営にどんな影響が出る

地元ラジオ局の番組スポンサーに

のプロバスケットボールチームや

また、つくばという 地の利 を生
う生物的防除という四つの方法の

要だと考えた。「栽培技術を会得し

有機ＪＡＳ認証を取得

かし研究機関からアドバイスを受
うち、有機農業は化学的防除が弱

りな笑顔を向けてくれた。

使 う 耕 種的防除、防虫ネットなど

けている。

てから拡 大したほう がいい」と周

機関が主催するセミナーに参加し

もすがる思いで、市 内にある研 究

ムシで野菜が全滅したときに藁に

究し、化 学 農 薬や化 学肥料を一切

か専門家から助言を受けながら研

ミングでどう組み合わせ導入する

そこで、三つの方 法 をどのタイ

だ」と考えた。

にしたときの生産技術こそが重要

模の生産技術ではなく、適正規模

囲は反対したというが、「小さい規

わら

就 農 初 年の２０１５年 、アブラ

た。このときに知 り 合った害 虫の

国 は２０５０ 年 までに 有 機 農

業による農地面積の割合を現在の

％に引き上げ、
１０
売れる可能性が非常に高い。「有機

認証があれば慣行栽培よりも高く

ーケットは拡 大しかない。プレイ

る。この目標に対し「有機野菜のマ

０万㌶に拡大する目標を掲げてい

０・２％から

ＪＡＳ認証があれば販路は容易に

をしている当社はマーケットリー

そして
「オーガニックに付加価値

２０１７年、販路開拓のため、日

んいわく「デザイナーに依頼した、

をつけ、儲かる有 機 農 業を実践し

ダーを狙 える」と伏田さんは意気

ピカピカのリーフレットを携えて、

続ける。そして経 営のやり 方を伝

本 公 庫 主催の「アグリフードＥＸ

自身をそれらしい経営者に見せる

えていきます。
私の姿を見せること

込みを語る。

ためのスーツ姿」で参加し、実りあ



河
  野 千年／撮影）

ちた声で力強く語ってくれた。 
（編集部 城間 綾子／文

う一助になるはずです」
と自信に満

は、若 者にどんどん参入してもら

ＰＯ東京」に出展した際は、伏田さ

ヤーが少ないいま、大 規 模に経 営

次に、有機ＪＡＳ認証をとった。

使わず防除する体制を確立した。

有機農業のリーダーに

い。しかし他の三つは有効だ。

お金を使っています」

19

確保できる」と語る。

25
る商談ができた。
労 働 力については地元 を 重 視 、
かつ多 様 性を尊 重したいと、近所
の高齢者を雇用する他、就労継続
支 援 Ａ 型 事 業 所 お よ びＢ 型 事 業

AFCフォーラム 2021・9
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専門家がみずからのフィールドワ

家族や従業員と。
「みんなで穏やかに楽しく暮らしていきたい」

地球の街から

台北

り に し て 飲 め る 。た だ 、台 湾 の 人

もあり、ウイスキーや焼酎を水割

の様相だ。新型コロナウイルスの

スも増えて、ちょっとしたブーム

シェフとしてすし屋を構えるケー

大きな打撃を受けた。店ににぎや

かな声が響き、街に活気が戻るこ

とを願ってやまない。 

29
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台北市内には、タラバガニを看

板 メ ニ ュ ー に し 、丸 ご と １ 匹 、客

に提供して大人気になっている店

もある。北海道から仕入れており、

量り売りで１匹１万台湾ドル（約

４ 万 円 ）前 後 と 値 が 張 る が 、仲 間

を 人ほど募って食べに来るグル

ープが多いそうだ。

台湾では刺し身やすしが近年、

一段とポピュラーになっている。

回転ずしなどの日系チェーン進出

人気メニューは、鶏肉料理の「三

たちはビールをひたすら飲んでい

に加え、台湾人の職人がオーナー
ょい飲み」する習慣はあまりなく、

杯 鶏 」や 、イ カ や 豚 肉 、セ ロ リ を

ベイ ジー

家族と食事をするのが基本だ。そ

海鮮料理を前面に押し出した

パンデミックで訪日観光客は目下、

ることが多い。

途切れているが、日本で和食をじ

ジャー シャオ ツァイ

、小ぶりな台湾
炒めた「客家小炒」

営業時間は夕方から深夜１～２

かに楽しんだ台湾人が、本格的な

ソ

カー

れでも、たまの飲み会によく利用

産カキに衣をつけて揚げた「蚵仔

時 ま で 。時 間 制 限 は な い の で 、閉

日本食を求めている証拠だろう。

難点はドリンクで、日本の居酒

「海産店」も人気だ。台湾人は無類

ア

されるのが、「快炒」や「熱炒」と呼

酥 」と い っ た 家 庭 料 理 。台 湾 は 薄

店までねばる客も少なくない。オ

台湾では今年５月中旬から新型

理の特徴である油で炒めたり、揚

屋のようにハイボールや酎ハイな

の海鮮好きで、店によっては水槽

オ

ばれる台湾式居酒屋だ。日本のビ

味の食べ物が多いが、台湾式居酒

ーダーは、各テーブルに配られる

コロナの感染が急拡大し、イート

チャオ

アガーデンの雰囲気に似ていて、

屋で出されるメニューは酒のつま

紙のメニュー一覧に書き込めばよ

ルー

酒と料理を囲んでワイワイやるに

みだけあって、どれも味付けは濃

クアイチャオ

はうってつけで、台北市内には店

げ た り す る も の が 多 い 。魚 や 肉 、

どは置いていないため、ビールが

に魚を泳がせていたり、氷の上に

くらいからと手頃だ。

野 菜 を 使 っ た 料 理 、チ ャ ー ハ ン 、

中心になってしまうことだ。店に

魚を並べたりしている。客が魚介

提供されるメニューは、中華料

麺類などもあり、メニューは数十

よってはお酒の持ち込みが可能で、

を選び、調理の仕方も指定できる

ささき ひろし
1970年神奈川県生まれ、
埼玉県育ち。96年時事通
信社入社。2017年８月か
ら現職。台湾勤務は２回
目。東京では経済部に所
属。和歌山支局５年、名古
屋支社２年の勤務経験あ
り。台湾では全分野をカ
バー。

チャンディエン

種類に及ぶ。規模も百人以上の客

氷を無料で提供してくれるところ

システムになっている。こうした
店では、ゆでエビや刺し身も人気

株式会社時事通信社
台北支局長

ハイ

を収容できる大型店から、数十人

メニュー豊富な台湾式居酒屋「快炒」

で、わさび醤油で食べる。

佐々木 宏

るのもうれしい。

インが禁止されるなど、飲食店が

の店までさまざまだ。

10

く、外国人でも手軽に料理を頼め

快炒店内の様子。新型コロナ対策でテーブルを
間引いている（同）

い。価格は１００元（約４００円）

サン

台北市内の快炒が集積する通りの一角。店内飲食
禁止が２カ月以上続いたため（７月２７日一部解除）
経営は厳しい（２０２１年８月４日撮影）

が集積する通りもある。

台湾人は、
仕事帰りに同僚と
「ち

食探訪

野菜花き研究部門 施設生産システム研究領域 施設野菜花き生育制御グループ 上級研究員

篠原 信

水の上に浮かべた経験があるかもしれ

耕栽培といえば、ヒヤシンスの球根を

きれいに分解し、植物がスクスク育つように

水の中でも生ごみなどの有機物を硝酸にまで

水

なりました。この「有機質肥料活用型養液栽

らにこの技術を応用し、人工的に土壌

培」の技術は、すでに普及し始めています。

ません。さて、そこで問題。その水に生ごみを
入れたらどうなるでしょう？
水が腐りますよね。腐った水の中だとヒヤ

フカフカした土壌と同じ構造の人工樹脂や

を創る技術を開発中です。植物の好む

培では、生ごみなどの有機物は肥料として使

鉱物に硝化菌入り微生物（ＭＰＭ）を加える

さ

えません。また、人工樹脂やコンクリートの上

と、自然の土壌と同じように有機物を分解し

シンスの根は傷み、育ちません。そう、水耕栽

に生ごみを置くと、腐って臭くなります。そこ

ます。

これにより、希望する特徴を備えた土壌を

に植物を植えても根が傷み、育ちません。
実は有機物が肥料になるのは土壌だけが持
そしてこのことは、人間の力では土壌を創

ています。この技術を確立した暁には、月や火

物を選別し、植物の生育を促す研究も開始し

デザインすることができます。また、土壌微生

れないことを意味していました。農家は、自分

星など他の星の砂礫も、肥沃な土壌に変えら

つ特殊能力です。

の田畑の土壌をあるがままに受け入れ、有機

れるでしょう。

うえで欠かせないと感じています。 

壌への畏敬の念を失わないことが、研究する

る技術となる可能性があります。ただ、自然土

本技術は、農業生産を「土」台から創りかえ

さ れき

物（肥料）をすき込んでは、フカフカの良い土
になってくれと祈るしかありません。あとは
土壌生物・微生物頼みの成り行き任せ。
そこで私はまず、有機物を水の中でも肥料
として使える技術を開発できないかと考え、

しのはら まこと
1971年大阪府生まれ。京都大学大学院農学研究科
応用生命科学専攻、2000年博士号授与。同年、富山
県立大生物工学研究センター助教、01年より農研
機構に。専門は微生物。病原菌の情報伝達物質であ
るクオルモン研究、有機質肥料活用型養液栽培の
開発・研究。

研究を開始しました。すると、土壌では問題な
しょう か

有機質肥料活用型養液栽培の植物の根。バイオ
フィルム
（微生物群集構造）が根を覆い、サンゴの
ような姿をしている

く働くのに、その他の場所では働かない微生
物（硝化菌）に気がつきました。水中でも有機
物はいろいろな雑菌の働きにより、アンモニ
アまでは分解される（アンモニア化成）のです
が、植物が好む養分である硝酸を作るには、硝
化菌の力（硝酸化成）が必要です。
そこで私は、過去の研究事例から学び、「硝
化菌をひとりぼっちにせず、土壌と同じよう
に他の雑菌と一緒に培養したら水中でもうま
く働くのではないか」と発想しました。すると、
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よりな話

連載 第230回

土壌を創る技術

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

地域再生への助走

しかし、農作業の効率化を図るための圃場整

地よい「ゆりかご」のようなものといえたのです。

のことから、田んぼは魚の赤ちゃんにとって心

行して、稲作体験やオーナー制度を運営するこ

純米吟醸酒「月夜のゆりかご」の製造・販売と並

していくため、「魚のゆりかご水田米」の販売や

域資源を後世に伝えます。農業経営として確立

まちづくり

備などによって水路と水田の段差が大きくなり、

とで消費者の皆さんと命や自然を大切にする価

時代の田園環境や原風景を再び取り戻そうと

これに対して私たちは、自然環境豊かだった

まず前提となる、地域の合意を取ることから始

したらよいのかわからないことばかりでしたが、

「魚のゆりかご水田」の取り組み当初は、何を
ちゅう ず

「魚のゆりかご水田」にするためには、 人い

春になると産卵のために、水路を通って湖辺

「米・湖魚などの伝統食や伝統文化」の次世代へ

都市住民との交流・学校や企業などとの連携、

「生きもの観察会」や「農業体験」などによる

や生きものに配慮した農業に取り組んでいます。

とがありました。そうした可能性のある田んぼ

えたばかりの苗が沈み、生育に影響を及ぼすこ

高低差があるため水路をせき上げすることで植

あります。また近隣の水田についても、微妙な

る地域生産者の全員から賛同してもらう必要が

31
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連載

滋賀県野洲市

それは田んぼと琵琶湖は水路でつながってい

湖魚は田んぼに入れなくなりました。なかでも、

値観を共有する場を提供しています。環境と経

せせらぎの郷 代表

て、水路には魚道を遡上してきた琵琶湖の固有

鮒ずしの原料であるニゴロブナは近年漁獲量が

済の両立により、農村地域の活性化をめざして

失われた原風景を復活させる

種ニゴロブナをはじめとしたフナ、ナマズ、コイ、

減少しており貴重な食文化の継承が危ぶまれて

います。

「魚のゆりかご水田プロジェクト」を始めました。

や す

など、豊かな食文化がはぐくまれています。
滋賀県野洲市の北部に位置する、旧・中主町須

農家だけでなく非農家も含めて、大人から子

ちょう

原は、琵琶湖辺にある自然豊かな田園地帯です。

どもまでが一丸となって、地域ぐるみで琵琶湖

の田んぼへ移動します。稚魚のエサとなるプラ

の継承、農業後継者の育成などを進めることに

の耕作者にも理解と協力を得る必要がありまし

たちは行き来をしていました。

ンクトンが豊富で水があたたかいことから、田

より、先人の残した貴重な財産である須原の地

30

んぼは湖魚の産卵・成育に絶好の場所です。こ

水路を通じて琵琶湖とつながり、これらの湖魚

めました。

１９７０年代前半まで、須原の田んぼは、排

集落では、それらを使った鮒ずしや湖魚の飴煮

琵琶湖のほとりの原風景。

ドジョウ、メダカなどの湖魚たち、そして田んぼ

います。

ま

ち

にはその稚魚たちが元気に泳ぎまわっています。

堀 彰男

田んぼは優しい「魚のゆりかご」
琵琶湖と共生し水田と文化を伝承

り

く

むらづ

むらづくり

ットコム

ド
づ

くり

り

くり まちづ
らづ
く
む

地域再生への助走

を持つ人、地域外の人が自分の田んぼに乱暴に

ったら土手が崩れるんじゃないか」という不安

をしようとしている」と言われました。「水を張

をいれなければならないのか」「やっかいなこと

それは困難なことでした。「なぜ、わざわざ魚

などと設置しています。ニゴロブナ、ナマズ、コ

ぼに水が入る時期に住民・学生らボランティア

環境を整えました。魚道は毎年４～６月の田ん

ことで遡上・産卵ができる魚にとってやさしい

た。田んぼと排水路の水面の高さを一致させる

を使用し階段状にせき上げ、魚道を設置しまし

次は、環境整備です。排水路にせき板、土のう

の場を持ちたいとの想いから、 年度よりオー

の重要性を知っていただき、多くの人との交流

琵琶湖や生きものなど環境に配慮した活動

の先進的活動組織に研修に行きました。

担当者よりご指導いただき、まずは県内の２、
３

い環境・営業活動のやり方ですから、滋賀県の

動を開始にあたって、誰もが経験したことのな

た。

入ってくるのではないかと懸念する人もいまし
それに対して「乱暴なことはしない。幼いころ

の観察会」では、魚道で魚のつかみ取りを開催し、

遡上していきます。
６月の末に開催する「生きも

イなどたくさんの魚が華麗にジャンプしながら

か申し込みがなく、親戚に声をかけてもらうな

加していただいています。発足当初は１、
２組し

生きもの観察会（６月）
、稲刈り体験（９月）に参

ナー制を導入し、入会者には田植え体験（５月）
、

た。
から私たちの身近には魚がいて、毎日のおかず

とった魚は琵琶湖へ放流しています。

やＰＲの甲斐があり 組以上のオーナーさんに

ど地域の皆さんにお願いしていましたが、いま

にしていたでしょう。琵琶湖のありがたみを多

09

同様に「生きもの観察会」や「農業体験」など

入会いただいています。

10

くの人に知ってもらおう。そして、それを次代

合意形成とオーナー制度の導入
２００９年度、せせらぎの郷の下部組織、須

に残そうじゃないか」と私は話しました。琵琶
湖に暮らしてきた人ばかりですから徐々に理解

原魚のゆりかご水田協議会を発足。本格的な活

上：６月下旬の「生きもの観察会」でおこなう魚のつかみ取りの様子
下：水
 路に設置した階段状の魚道（左）
、鮒ずしの原料となるニゴロブナ

が広がり、最終的には皆の賛同を得られました。
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野洲市須原で自然再生に取り組む地域
団体。人や生きものが安心して暮らせる
田んぼの環境を取り戻すため「魚のゆり
かご水田プロジェクト」に取り組んでい
る。須原地区内の水田面積は約44㌶、
うち生産調整により約30㌶に作付けし
ている。このうち約10㌶で魚のゆりかご
水田に取り組んでいる。2014年度環境
保全型農業推進コンクール「近畿農政
局長賞」受賞。15年度 「ディスカバー
農山漁村の宝」選定。16年度 環境大
臣優秀賞受賞第４回グッドライフアワー
ド受賞他、国内外で高く評価されている。
1949年滋賀県野洲市須原生まれ。地
域の環境に関する意識の薄れに危機
感を抱き、2008年から地域を巻き込
み「魚のゆりかご水田活動」を開始。琵
琶湖の固有種のニゴロブナをはじめ
とする湖魚が琵琶湖と田んぼを自由
に行き来できる魚道を設置し、魚の
ゆりかご水田でつくったお米を「魚の
ゆりかご水田米」として栽培するなど、
自然と調和した農業をめざしている。
「お米を食べるときには、琵琶湖から
田んぼに上ってくるニゴロブナなどの
ことにも思いをはせてくださいね！」

せせらぎの郷
ほり あやお

堀 彰男

地域再生への助走

単発のイベントも、当初参加人数が 人程と少
リーフレットを県内それぞれの会場で配布し、

ないスタートでした。
４、
５年の間は参加案内の
め、翌年には田植えや、観察会だけでなく、東京

のゆりかご水田米」の全国的なファンが増え初

たいとの話がありました。これをきっかけに「魚

をめざします。関心が高まっている企業、都市部

化させ、経済的にもより一層自立できる仕組み

かご水田」活動を通じて、いま以上に地域を活性

ＳＤＧｓの目標達成にも貢献する「魚のゆり

して行く可能性が広がりました。

参加を呼びかけるなど大変な苦労がありました。
から草刈り応援に来ていただくようになりまし

のほか、大学のゼミ活動の受け入れ、大学とも積

受けた後、東京の環境保全団体からお米を買い

しかし参加者による口コミなどで徐々に人気が

た。草刈り応援は今年も６月 日に来ていただ
きました。そうしたご縁で、私たちは毎年 月、

ことで活動の視野が広がるメリットがあります。

極的に連携していきます。若い学生と交流する

広がり、各イベントとも東京、横浜、神戸、大阪、
京都などから２００人以上の参加申し込みがあ

東京で「収穫感謝祭」を開催しています。

地道にコミュニケーションを取り続け、ファン

が見られるようになりました。当初は役員だけ

によって、地域住民にも環境意識に対する変化

取り組みが都市住民などから注目されること

ェクト」を紹介してくれました。またプロジェ

が提唱された２０１２年「リオ + 」で、東京の
環境保全団体代表が「魚のゆりかご水田プロジ

さまざまな交流が広がるなか、グリーン経済

私たちは、子どもたちからお年寄りまで世代を

かかる環境保全型農業に取り組んできました。

大規模化、省力化が進むなかで、あえて手間暇の

私たちは、農業生産性向上のため地域農業の

を増やしていきたいと思っています。

でおこなっていたプロジェクトの田植えや、稲

なアピールつながりました。

20

２年後の 年、ＣＯＰ （韓国ピョンチャン）

も強まっています。 年度からは、無農薬・無化

どの参加も年々増えてきており、地域の連帯感

機会をいただき、世界でのデビューとなりまし

においては私どもの団体みずからが活動発表の

持続性のある取り組みとするのが目的です。消

で取り組む「魚のゆりかご水田プロジェクト」を

学肥料栽培にも挑戦し、さらに活動の幅を広げ

シア・バリ島で開催、 年には同じく日本・筑波

を考えたせせらぎの郷の取り組みは、生きもの

こうした生物多様性や自然環境の再生・保全

く多様な人々と幅広く協働しつつ活動している

境保全型農業を展開しながら、農業者だけでな

で開催され、発表では生物多様性に配慮した環

方が元気になっていこうとの思いです。そのな

に参加して都市農村交流を楽しんでもらい、双

生態系保全活動を応援いただき、各種イベント

ています。

と人のにぎわいにつながり、若手農業者に活気

たちの取り組みを広く知っていただくことにつ

オーナー制の導入や各イベントの実施は、私

質問を受けるなど、参加者の方々と活発な意見

に関心を持たれた台湾の大学教授から積極的な

に取り組む滋賀県の施策や環境を守る米づくり

発表の後の質疑応答では、琵琶湖保全のため

琵琶湖の生物多様性の回復につながっていくこ

しでも次世代に伝えられたらと考えています。

そこから生まれる、かかわりの価値について少

は魚が田んぼにやってくるという価値、そして

かで、魚と人とのかかわりを知っている私たち

ことをアピールしました。

ながり、「魚のゆりかご水田米」を消費者に直接

交換ができました。このように海外との新たな

私たちの取り組みが県内各地にさらに広がり、

販売することが可能になりました。 年前の東

とを願っています。 

辺集落にも好影響を与えています。

を与え、担い手育成にもつながるものとして、周

し食べてもらうことで「せせらぎの郷・須原」の

費者の皆さんに「魚のゆりかご水田米」を購入

ランド化は経済的利益の追求というより、地域

眼を置いています。「魚のゆりかご水田米」のブ

超えた地域の交流、賑わいを取り戻すことに主

さらに、生きもの観察会に子どもが参加する

クトはＣＯＰ （名古屋）でも紹介され世界的

「魚のゆりかご水田」世界へ発信

10

刈りに参加する人が増えてきたのです。

ＳＮＳを使い皆さんに呼びかけています。

ています。最近では、リーフレットは配布せず

り、人数制限をしなければならないほどとなっ

28

た。引き続き 年には世界湖沼会議がインドネ

12

18

交流が芽生え、さらにグローバルな視点で展開
日本大震災により東日本の農地が大きな被害を

10
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10

ことで、非農家の若いお父さんや、お母さんな

10

14

16

15

俳句が
告げる季節

耳 逸る二百 十 日の風 向 きに
は

台風が近づくと、ふるさとの景が目に浮かび、ふと心配

や

になる。見渡す限りの稲穂が揺れるなかの、一本道が好き

だった。風が稲穂を揺らし、音が生まれ、香りを運んでく

る。秋の実り、という甘く豊かな響きは、わたしにとっては、

まさにあの瞬間。台風の進路に気を揉んでは、思い返す。

多摩川の土手。
「鱗雲が出た翌日は雨か風」ということわざもある

俳人

大高 翔

に ひゃく とお

か

【季語】二百十日（季=秋）
立春から数えて「二百十日」目のころ。台風（野分）と早稲の実りが重なることが多く
まえ な ぬ か

かざ
（ぜ）まつり

かぜ

ひ

まち

「厄日」として警戒された。厄日、前七日、風祭、風日待といった傍題がある。
「前七日」
は七日前の意で、早稲の花の付くころのこと、
「風祭」
「風日待」は、風鎮祭として、収穫
おおたか しょう
徳島県阿南市生まれ。13
歳より作句。藍花（あいば
な）副主宰、俳人協会幹
事。第四句集『帰帆』にて
第一回俳句大学大賞。

34
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に ひゃく は

つ

か

に ひゃく み

そ

か

前に吹く風を鎮め豊作を祈る祭のことをいう。
「二百二十日」
「二百三十日」も、同じく
台風が日本本土に最も接近する時分として警戒されたが、季語としては「二百十日」と
「二百二十日」が歳時記に残っている。
参考文献 ：
『日本大歳時記』
（講談社）
、榎本好宏『季語成り立ち辞典』
（平凡社）
、榎本好
宏『歳時記ものがたり』
（本阿弥書店）

書評

『
』

私の方丈記

歳、これからは湯豆腐

―

編が収録。その中の１編が「部屋を借りる」で、

「リタイアした男の夢は何だろう」と自問。世界
一周船旅か、ゴルフ三昧も結構だが、太田さん
は「学生時代に戻って『部屋』を借りよう」とす

山』『ニッポン居酒屋放浪記』『町を歩いて縄のれ

この本を書いた太田和彦さんは『居酒屋百名

 青木 宏高（ＮＰＯ法人食材の寺小屋 理事）

う。答えが豆腐だったと明かす。豆腐はそれ自

過ぎて求めるのは心の安泰で、それを何に託そ

である。その由来は「まえがき」にある。 歳を

けしていればいい、という気持ちに変わった。

今日の日本は未曽有の高齢化社会。本屋には

味わいは奥深く、飽きない。太田さんが、長い人

た鍋に豆腐を沈めて温めるだけ。単純なだけに

一話一話が才藻と居酒屋で培った、人間を見
る確かさだろうか。高齢化社会に読みたい一冊

35
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書評



太田 和彦 著 亜紀書房
すめる。「何のためにそうするか」
。

もう１編を紹介しよう。タイトルは「 代が得
たもの」である。目の前に広がる「老後」の２文字。
健康、資金、家族と現実ばかりが横たわり、無口
になり、「俺の最盛期は終わった。後は落ち目、死
を待つばかり」
。そんな時から４年、横たわる現
実は何も変わらないが、気持ちが変わった。人

ん』など居酒屋をテーマにしたところから居酒

体でうまい。おでんにも、鍋にも、すきやきにも

生の使命感のようなものが消え、好きなことだ

屋探訪者として知られている。太田さんの本職

欠かせない脇役だが、いろんな味を吸ってこそ

六十男・七十男の夢は何だろう

はデザイナー。資生堂宣伝部制作室のアートデ

いちばんおいしいものになると、居酒屋人生の

歳、湯豆腐」のすすめ

ィレクターを経て独立し、東北芸術工科大学に

体験から人生訓を語っている。

そして、これからは「

迎えられ二足のわらじで日本各地の居酒屋をめ

「高齢化社会の賢い生き方」のガイド本が並ぶ。

生の末にたどり着いたのはこれだったのか。そ

豆腐が主役になるのが湯豆腐で、昆布を敷い

サラリーマンには、定年後の時間をどのように

して、 歳、これからは湯豆腐だ、と。

ないように。実は太田さんも文中でこんな提言
をしている。

3,080円

農林統計協会

2,640円

7 農林水産省職員直伝「食材」のトリセツ

農林水産省／協力

マガジンハウス

1,430円

8 マッキンゼーが読み解く食と農の未来

アンドレ・アンドニアン、川西 剛史、
山田 唯人／著

日本経済新聞出版 2,200円

夫馬 賢治／著

講談社

谷口 信和／編集代表
平澤 明彦、西山 未真／編集担当

農林統計協会

10 日本農業年報66 新基本計画はコロナの時代を見据えているか

70

70

過ごすかは重要な問題。家庭の粗大ごみになら

ぐり歩く。

70

946円

6 農政記者四十年 食と農のララバイ、あるいは大震災十年とコロナ禍 伊本 克宜／著

9 超入門カーボンニュートラル

84
である。あわせて居酒屋の本も読みたい。 

著者

出版社

税込価格

1 森林で日本は蘇るー林業の瓦解を食い止めよー

白井 裕子／著

新潮社

792円

2 分かりやすい公用文の書き方 改訂版（増補）

礒崎 陽輔／著

ぎょうせい

2,200円

3 農林水産六法 令和３年版

農林水産法令研究会／編

学陽書房

17,600円

4 農村政策の変貌 その軌跡と新たな構想

小田切 徳美／著

農山漁村文化協会 2,640円

5 食品産業の未来 ネスレの挑戦

ピーター・ブラベック-レッツマット／著 日本経済新聞出版 2,750円
タイトル

2020年12月発行・1,430円

本書は、
１編を１０００文字で綴った随筆集。
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売り上げ上位10冊（2021年7月１日～7月31日）
三省堂書店農林水産省売店における農林水産関連書籍

読まれてます

70

インフォメーション

践技術と知識習得を支援する「新

での新規就農希望者を対象に、実

山形県立農林大学校では、県内

の大商談会」を毎年開催していま

ＰＲすることを目的に「いわて食

共催により、岩手県の食材を広く

岩手県、地元金融機関などとの

ージを持ってもらうことを目的に、
超えるバイヤーが来場。会場内で

当日は全国各地から３００人を

No.2504 日本ナシ「加賀しずく」における主枝先端新梢の伸長法

No.2506 高温・高CO2 複合影響を考慮した水稲生産予測

岩手の「食」をＰＲ
いわて食の大商談会

規就農支援研修」を毎年開催して
す。今回は農業者や食品加工業者

新規就農事例や公庫の「融資先フ

は、新型コロナウイルス感染症の

No.2505 遺伝子組換えカイコによる超極細シルクについて

「事例から学ぶ農業経営
の始め方」テーマに登壇

います。
を中心に 社が出展しました。

ォローアップ調査結果」に基づく

感染防止措置を講じたうえで、試

山形支店では、農業経営のイメ

経営上のリスクなどについて講演。

出展者からは、「オンラインでの

食の提供がおこなわれました。

組みやすい業種と取り組みにくい

商談会は多いが、対面型の商談会

参加者からは「６次産業化に取り
業種があることがわかった」など

は貴重な機会」などの感想が寄せ
られました。
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91

６月７日、
於：盛岡市、
出展者： 社

No.2503 糞便の多検体処理による効率的なヨーネ病スクリーニング遺伝子検査法

バックナンバー

盛岡支店

の感想がありました。

46

こちらからもご
覧いただけます

の下の各テーマをクリックしてご覧ください
をクリック
をクリック

91
試食提供には蓋付きの容器が使用されました

６月３日、於：新庄市、参加者：
山形県立農林大学校研修生他 人

就農を予定している受講生たち。熱心に話を聞く

経営部門別の「農業経営・技術情報」

「最新技術情報」

「サービスのご案内」

山形支店

試験研究機関などの研究成果や現場で役立つ実用化技術のポイントなど最新技術の情報をホームページ上で毎月提供して
います。また、メール配信サービスでは、更新情報をお知らせしています。ぜひ、ご登録ください。

農業経営・技術情報を提供しています

「最新技術情報」は、ホームページへアクセスし、

メール配信サー
ビスへのご登録
はこちらから

など

災害のお見舞い

昨今の大雨による被害を受けられた農林漁業者などの皆
さまの、ご融資やご返済に関する相談を受け 付けていま
す。本店農林水産事業本部（フリーダイヤル：０１２０－
９２６４７８）および全国の各支店農林水産事業にお問い

くれ、家の周りの土砂の片付けな

翌日、友人、親戚などが駆け付けて

♠昨年、熊本豪雨で被災しました。

 （熊本県芦北町 白石 博文）
♠私は俳句は下手だが、
心情の発露

じました。

け入れ、前に進むしかないな、と感

合わせください。

どを手伝ってくれました。
人のご縁

や季節の移ろいを五・七・五のたっ

たちにとっては災害も自然界の出

の幼虫が脱皮していました。動物

パネに、どうやって来たのか、セミ

た。玄関近くに立てかけていたコン

午前の涼しい時に近所の子ども

で少年時代の夏休みを思い出した。

まりぬ」も素晴らしい。私はこの句

翔氏の「寝がへりて昼寝深みにとど

した俳句は大好きだ。
７月号の大高

をいただいていると思うとおいしさ

て育てられ丁寧に加工されたバジル

く食べているのですが、手塩にかけ

です。ジェノベーゼパスタが好きでよ

でバジルなどを加工されている企業

あってほしいと思います。  （平野）
「変革は人にあり」
取材先は大分県

ックもその実現に貢献できるもので

す必要があると書きました。
フードテ

保のためには一人一人の行動を見直

集し、編集後記に持続ある食料の確

４・５月合併号で食料システムを特

味深く読んでいただけると思います。

が、実際には想像以上に幅が広く、興

肉や昆虫食をイメージしていました

て料理し食べるといういつの時代も

常に浸透しつつあります。食材を買っ

合わせた驚くべき新技術が、食の日

とデジタルデータ、個人情報を掛け

パーソナライズされた献立提案。食品

わせた消費行動の分析や、
ＡＩによる

した。表紙帯は藍色です。 （城間）
ツイッターに気象データを組み合

的かつ戦略的な経営にはびっくりで

たので、新農業人・伏田さんの論理

た有機農業は牧歌的イメージがあっ

奥深さであることを知りました。ま

が、
瀬川さんの記事で、
想像を超える

流行と思っていたフードテックです

た雑誌を見かけたことがあり最近の

０年を「フードテック元年」と表現し

今月号は驚くことばかり。
２０２

も格別でした。今度からは生鮮品だ

変わらぬ行動に、便利さと社会の課
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フードテックを特集しました。培養

けでなく食品加工品も、生産者・加

展開にワクワクします。  （竹中）

題解決が加わる未知の世界。今後の

（大谷）

工者の方への感謝の気持ちを胸にい
ただきます。 

こちらからもどうぞ➡

［送付先］
メール：anjoho@jfc.go.jp
F A X：03
（3270）
2350

のありがたさを感じました。

来事であり、次の世代に命をつな

たちと三角ベースに打ち込み、
夏休

本誌への感想やご意見などを、メールやＦＡＸ
などでお寄せください。掲載させていただいた
方には薄謝を進呈します。

た 文字の短い詩に凝縮して表現

ぐために必死なのだと思いました。

みの解放感で遊びに遊びまくって、
後は畳の上でゴロ寝をしてその

ご意見をお寄せください

その時、こんなことがありまし

また、片付け中、新聞の切り抜き
た大原健士郎先生が書かれた『人

まま寝入った。祖母から「食後の昼

昼に自宅へ帰って昼食をとった。

生にはいくら努力してもどうにも

寝は牛になるよ」
と脅かされたこと

が出てきました。
浜松医大におられ

ならない場合がある』
で始まるその

も懐かしい。 （広島市 内 悧）

■発行
株式会社日本政策金融公庫
農林水産事業本部
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-4
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
Te l. 03（3270）2268
Fax. 03（3270）2350
E-mail anjoho@jfc.go.jp
ホームページ https://www.jfc.go.jp/

17

記事を読み返し、「あるがまま」
を受

佐伯印刷株式会社

■印刷

村田 泰夫

■編集協力
青木 宏高

高雄 和彦
城間 綾子
平野 伸介
大谷 香織

■編集
前田 美幸
山本 晶子
竹中 夕美

大雨による災害で被害を受けられた皆さまに、
心よりお見舞い申し上げます。

みんなの広場

編集後記

●上級農業経営アドバイザー

経理なければ
経営なし
私の信条

連 載 016 号

が飾られ、村でもトップの納税をさ

成して経営分析をしていけば、ど

れている方でした。

こに問題があり、どのように対策・
改善すれば良いのか、設備投資す

依

頼を受けて、複式簿記に従い

るにはどの程度まで可能かなど、
さ

計算してみると、大きな赤字

まざまな経営上の問題を解決でき

が出たのです。つまり納税の必要

るのですよ」と。

西田 尚史
NISHIDA Hisashi

税理士法人未来税務会計事務所
代表社員
（熊本県熊本市）

１

９８４年は熊本も大雪で、ハ
ウスなどが崩壊して大変な

被害が出ていました。帳簿が必要

なかった時代の話です。

ⓒ村河 敦

いまでこそ、農業所得の金額を
総収入金額から必要経費を控除し
た金額、と所得税法で定めていま

この経験は私の税理士業の指針

はありません。

すが、当時は何の作目を何アール

すぐに青色申告の手続を取った

作付けしていれば、10㌃当たりの

ところ、毎年赤字だったことがわか

所得はいくらである、という「面積

りました。

課税」でした。

日

本の農業の近代化が遅れた

「いままで多額の納税をしていた

のは、会計が導入されなかっ

たのが一因だと思います。白色申

農家も税務署に素直に従ってい

人が税金を納付しない」
と村中の噂

る人が大半でしたが、台風や病害

になりました。そして「何とか少し

告者でも帳簿を作成・保存しなけ

などの被害に遭い、収入も減少し

でもいいから納付させてください」

ればならなくなったのは２０１４

て利益もないのに、なぜ税金を支

と本人から頼まれてしまいました。

年１月以降ですが、他業種では当

払わなければならないのかと疑問

しかし、私はこう諭しました。

に思った人もいました。

さと

「あなたは正しい申告をしている

それが私の最初のお客さまです。 のですから胸を張ってください。そ
菊農家でした。菊御殿といわれる

して、まわりの方にも帳簿を作成す

立派な家で、応接間には数々の賞

るように勧めてください。帳簿を作

にしだ ひさし
1947年熊本県生まれ。熊本市で税理士業と
行政書士業に携わっている。一般社団法人全
国農業経営コンサルタント協会元会長。趣味
は、落語を聴くこと。
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となりました。
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たり前のことでした。
青色申告をすることは、
あなたの
経営を良くするために必要です。
「経理なければ経営なし」なので
す。

農業経営アドバイザーは農業経営者のニーズに対応し、経営への総合的で的確
なアドバイスを実践する専門家です。2005年、農業経営の発展に寄与すること
を目的に日本公庫が資格制度を創設しました。本コーナーは、上級資格である
上級農業経営アドバイザーが執筆しています。

●次代に継ぐ

動き始めたフードテック
特集

千葉県野田市立川間小学校
『ふるさとの田んぼ』相嶋 邦俊
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