
世界的視野から農と食のリスクマネジメントを考える

～中国の農業戦略から将来の日本農業への提言～

NPO法人農都会議 農・食・環境グループ主催 講演会（2019年1月29日）発表資料
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近年、農と食・健康に関するリスクが増大しています。例えば、①世界人口増加と
食糧不足、②グローバル化と自由貿易、②農薬や有害物による食品汚染、③高齢
化と農業所得低迷による農業従事者不足、④都会と農村の格差増大、⑤異常気
象による農業への影響、などです。
その対策として、高度な技術（ＩＣＴとロボット）を駆使した「スマート農業、近代的農
業、食の安全・安心」が注目されています。
そこで、産学官の関係者からリスクに関する最新の情報を発表して頂き、日本の農
業発展、強いては農と食を通して「世界平和の構築」に貢献できることを期待して
います。

松井 武久（Matsui Takehisa）
（本業）：技術経営研究センター 所長
（其他）：（一社）日本シニア起業支援機構 代表理事

：（公社）日本技術士会 海外活動支援委員会 委員長）



発表内容

【１】社会と取り巻く環境変化と農・食に関するリスクマネジメント
１．世界の環境変化
２．日本の環境変化
３．農・食に関連する環境変化とリスクマネジメント

【２】農・食に関する現状認識
１．食料自給率（世界と日本）
２．日本の農業に関する情報

【３】 望ましい農業とは（４つの事例）
１．事例その１ 世界平和と日本の発展と平和への貢献活動
２. 事例その２ 高齢者の活用と生きがい
３. 事例その３【世代間における格差社会、利害対立の克服】
４. 事例その４ 【医療現場における格差】

【４】第25回中国楊凌農業ハイテク博覧会の紹介
１. 概要紹介
２. 博覧会に期待すること（日本からの提言）

【５】日本シニア起業支援機構（J-SCORE）の活動事例
1. 未来農林事業開発研究会の紹介
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「企業を取り巻く環境変化とリスク」
■国際化
＊ＩＳＯ
＊会計基準
＊自由貿易
＊発展途上国の成長

■エネルギー＆工業資源
＊資源確保と安全保障
＊原子力発電と安全
＊再生エネルギー

■環境問題
＊温暖化
＊環境汚染
＊リサイクル

■人口増加
＊貧富格差
＊環境･食料問題

■食料
＊食料安保
＊安全安心

■情報技術向上
＊インターネット
＊携帯端末機
＊ｅ ビジネス

＊セキュリティ
＊ハッカー ■男女機会均等

＊幼児所不足
＊採用不平等

■高齢化と医療 ・福祉費増

医療・福祉費

６５歳

教育

■教育
＊大学法人化
＊外国語教育
＊教育費負担

■少子高齢化
■人口減少
■地域過疎化
■経済成長鈍化

外部の変化

■テロ・紛争
＊独立紛争 ＊宗教戦争 ＊反社会的テロ

企業を取り巻く
環境変化により
発生が予見される
リスクとは？

日本世界 環境変化

■自然災害多発
＊大雨・洪水
＊地震・津波

■エネルギー政策
＊原子力発電事故
＊再生エネグリー
＊地球温暖化



企業取り巻く環境変化 プラスの影響 マイナスの影響

◆グローバル化
・国際化
・貿易自由化・TPP・FTA
・発展途上国の成長

◆経済成長に期待
・生産性改革の促進
◆海外進出の機会増大
◆外国人労働者が増大

◆コスト競争力に不安
・低賃金が必要
・負けると人員整理
・海外勤務が増える

◆情報・通信技術向上
・ITC
・テレビ会議

・生産性アップ
・スマート農業促進
・合理化・コストダウン

・ICTの技術・知識の修得が必須
・技術力がないと解雇・失業
・精神障害（うつ病）の増加

◆紛争・テロ
・難民の増加

◆世界平和への貢献
・国連・NGOに貢献

◆テロ・戦争の拡大の恐怖
◆難民の受入れによる文化崩壊

◆少子高齢化
・労働人口の減少
・高齢者の増大

◆作業改善の加速
・機械化・省力化の加速
・年齢制限の撤廃

◆経済低迷・財政赤字拡大により
・農業従事者減少との農業の衰退
・定年延長・生涯現役

◆外国人労働者の増加 ◆賃金コストの削減
◆低賃金労働者の確保

◆最低賃金の改訂鈍化
◆日本の伝統・文化の崩壊

◆地方創成の推進 ◆地域の働き場の増大
◆農業改革促進

◆地域での生活・転勤で不便

◆男女機会均等の重視
◆女性の起用増大

◆男性の育児休暇促進
◆保育所の充実加速

◆男性の意識改革が必要
・セクハラ・パワハラの増加

「企業を取り巻く環境変化とリスク」



■環境変化を先取りした戦略（攻め）こそが経営リスクマネジメントである。
■環境変化の時代に無策は経営者の怠慢（善管義務違反）である。
■環境変化を鋭敏に感受し、それをリスクと捉え、マイナスとプラスの両面から
統括的に制御し、 最大の効果（成果／費用）を得る者が優れた経営者である。

■ＢＲＩＣ発展 ＊技術移転と共同事業創生 ＊競争激化、

■規制緩和 ＊新規参入による顧客拡大 ＊新規参入により打撃

■高度情報化 ＊ニュービジネスで事業発展 ＊競争の激化

■行政改革 ＊行政のＩＴ化需要増 ＊行政からの収入減少

■リサイクル法 ＊回収技術で優位確保 ＊費用負担で収益悪化

■環境重視社会 ＊省資源・省エネ戦略 ＊コスト増による減益

■グローバル化 ＊世界戦略と大規模化 ＊競争激化、リスク増大

■老齢化 ＊福祉・医療ビジネス拡大 ＊福祉・医療費用増加

「環境変化の時代の望ましいリスクマネジメント（経営戦略）

環境変化 プラス（チャンス） マイナス（ピンチ）



２１世紀を迎え、国際化･環境重視化・高度情報化等々の時代と標榜される中、市場構造、産業構造、
環境保全、技術革新、地域社会との関係等、企業を取り巻く経営環境は複雑化し、かつ今までに経
験したことのないスピードで変化している。

一方、コンプライアンス面に目を向けると、製品偽装、Ｐｌ法違反、インサイダー取引、財務・会計処理
不正等、様々な法令違反事件が頻発し、以前は有名な企業が社会の信頼性を失い、企業倒産に
到っている。

このように企業を取り巻く経営環境が激しく変化する時代の中で、企業が生き残りと発展を図るため
には、従来型の発想から脱皮し、経営全般にわたって発生するリスクを鋭敏に感受し、そのリスクを
正確に分析･評価し、変化を先取りしたリスクへの的確な対応を図ることが不可欠となってきた。

特にこれまで国内需要に支えられてきた企業は、国内需要の減少に加え、ＢＲＩＣｓはじめアジアの
成長、資源・エネルギーの高騰及び枯渇、環境重視等、企業を取り巻く環境は益々厳しい状況とな
ることが予想される。

そのような経営環境の中、これからの企業は、従来の事業に拘らず、「新しい需要を創造する新商
品の開発」「コストと品質で差別化できる生産技術」「特許をはじめとする知的財産」「持続的社会へ
の貢献」の強化が望まれる。

即ち２１世紀は経営リスクマネジメントの優劣が企業の存亡を左右する時代であると言っても過言で
はない。

「環境変化の激しい時代の望ましいリスクマネジメントとは？」

企業を取り巻く環境変化が激しく変化する時代は、既に潜在している事象よりも、変化に
よって新たに発生する事象の方が経営に大きく左右する



環境変化 リスク

【世界的に共通する環境変化】

◆世界の人口増（2050年に90億人） 食糧不足

◆経済発展で農地山林農地の減少 農地減少➡食糧不足

◆地球温暖化と異常気象増大 生育異常➡食糧不足

◆農地の荒廃・砂漠化（雨量減少） 農地減少➡食糧不足

◆土壌汚染（産業廃水・農薬・肥料） 農地減少➡有毒食品

◆農薬・調味料で有毒な農作物・食品 健康被害➡社会不安

【日本の農業に与えるその他の影響】日本の農業に与えるその他の影響

◆少子高齢化と農業従事者不足 作物減産➡食糧不足

◆高齢化による医療・介護の増大 財政悪化➡社会不安

◆都会と農村との経済格差増大 貧富格差➡社会不安

◆国民の食事が草食から肉食へ 成人病患者増加

◆貿易の自由化（WTO,FTA,TPP等） 国際競争力によりプラスとマイナスの影響

農業・農村・食に関する環境変化とリスクマネジメント（RM）



農業・農村・食に関する環境変化とリスクマネジメント（RM）

90億人

2050年No1:世界の人口



農業・農村・食に関する環境変化とリスクマネジメント（RM）

No２:地球温暖化



2017年の世界陸域の年降水量の1981〜2010年平均基準
における偏差は+49mm

世界の年降水量偏差

農業・農村・食に関する環境変化とリスクマネジメント（RM）



少子高齢化

出典
http://www15.plala.or.jp/simplelife/syoushika.htm
画像は著作権で保護されている場合があります。

農業・農村・食に関する環境変化とリスクマネジメント（RM）
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出典：環境省_自然環境局【砂漠化対策...

農業・農村・食に関する環境変化とリスクマネジメント（RM）





ＴＰＰ参加を巡る議論が起きるなかで、農林水産省は10年11月に、ＴＰＰによって関税が撤
廃されると日本農業の生産額は4兆1000億円減少し、食料自給率は14％に低下するとの
衝撃的な試算を発表した。さらに、ＴＰＰ交渉参加後の13年3月には、ＴＰＰ参加12か国に限
定した政府統一試算を発表し、関税撤廃による農業生産額の減少を2兆6600億円と推計し
た。今回のＴＰＰ合意は、重要品目について国家貿易の枠組みと二次関税を一定程度維持
したため、この試算ほどの影響が出ることはないと考えられるが、これまで国内農業を守っ
てきた関税の多くが撤廃・削減されるため、輸入増大と価格低下によって日本農業に大き
な影響を与えるであろう。
ＴＰＰの日本農業・食品市場への影響を整理すると、以下の通りである。

(1)輸入増大と国内農業縮小
関税が撤廃・削減されるため、国産品に対する輸入品の競争力が高まり、輸入が増大し
て国内農業が縮小することが予想される。

(2)農産物価格低下
輸入品価格が関税率の削減分だけ低くなるため、輸入品と競合する国産農産物の価格
も低下する。ただし、価格低下の程度は輸入品と国産品の競合度に依存し、野菜・果実等
の生鮮品では影響が軽微な品目もあろう。

(3)農業者の意欲減退
農産物価格の低下によって農業経営が悪化し、農業者の高齢化と世代交代も相まって離
農する農家が増大することが予想される。その一方で、ブランド化、差別化、コスト削減に
成功した経営体のなかには、規模拡大をさらに進めるものも出てくるであろう。

TPPが農業に与える影響



(4)食品市場の競争激化と業界再編
日本の食品市場は人口が減少しているため全体として縮小傾向にあり、そのなかで輸
入が増大すると競争が激しくなり、食品業界の再編が進展する可能性がある。

(5)食品企業のグローバル展開の進展
国内需要が縮小するなかで、海外市場の獲得を目指した食品企業のグローバル展開が
加速し、Ｍ＆Ａや資本参加などの動きが増大するであろう。その一方で、日本市場に対す
る外国資本の参入も増加することが予想される。

(6)食品安全基準、食品表示のルール変更
政府は、今回のＴＰＰ合意によって日本の食品安全基準や表示制度が変更させられること
はないと説明しているが、これまで米国は「年次改革要望書」でたびたび日本の制度改革
を求めてきており、今後もＴＰＰに盛り込まれた「規制の整合性」の条項等に基づいてルー
ル変更が求められる可能性がある。

(7)限定的な農産物・食品輸出増大
ＴＰＰでは相手国の関税も撤廃されるため、日本の農産物・食品の輸出が増大する可能性
が高まり、政府はこの点を特に強調し「攻めの農業」として輸出拡大を政策の柱に掲げて
いる。しかし、日本の農林水産物の輸出先は香港、台湾、中国、韓国で過半を占めＴＰＰ
参加国の割合は小さく、ＴＰＰによる輸出増大の効果は限定的である。また、輸出している
「農産物」の7割近くは加工食品や産物であるため、輸出増大が日本農業に寄与する部分
は小さい。
次に、ＴＰＰによる影響が大きいと考えられるいくつかの品目について、もう少し詳しくみ
ると、以下の通りである。

TPPが農業に与える影響



TPP合意と日豪EPAの牛肉関税比較



米
米国、豪州に対して追加設定した輸入枠（13年目7.84万t）の米は、今後、主に外食産業で
使われ、一部はスーパーの店頭に並ぶ可能性がある。政府は、この輸入枠設定が国内の
米需給に影響を与えないようにするため政府備蓄米（現在100万t）の回転期間を5年から3
年に短縮することにより対応するとしているが、その対策をとったとしても輸入米が国内の
主食用米市場に出回ることの影響は無視できない。また、米粉調製品、米加工品の関税も
撤廃・削減されるため、これらの輸入が増大して国内の米需給に影響を与えるであろう。

小麦・大麦
小麦・大麦の輸入の際に政府が課しているマークアップを45％削減するため、その分、製
粉会社等が政府から買い入れる輸入小麦の価格が低下し、それに連動して国産小麦・大
麦の価格も下落する。また、国内対策の財源が減少するため、国内生産を維持するために
は一般会計から新たな財源を確保する必要がある。さらに、小麦粉調製品・加工品の関税
が撤廃・削減されるため、これらの輸入が増大し国内の小麦粉需要が減少することが見込
まれる。

牛肉
牛肉は、日米牛肉・オレンジ交渉の結果、91年より輸入自由化し、当初75％であった関税
率はウルグアイラウンドによって現行の38.5％になった。ＴＰＰではこれが初年度に27.5％、
16年目に9％に低下するため、輸入牛肉の価格が低下し輸入が増大することが見込まれる。
特に、輸入牛肉と競合する乳雄、交雑種（Ｆ1）に対する影響が大きい。セーフガードが設け
られたが、発動基準は現在の輸入量（14年52万t）に比べて高水準であり、また今後牛肉需
要の大幅な増加が見込まれないことを考えるとセーフガードはほとんど機能しないと考えら
れる。また、牛肉価格が低下すると子牛価格が低下するため、子牛を供給している酪農の
販売収入が減少し酪農経営を悪化させる。



一方、近年日本の牛肉輸出が伸びており、ＴＰＰでは米国が日本からの牛肉輸入に無税枠
（当初3000t、15年目6250t）を設定し、カナダ、メキシコが牛肉の関税を撤廃するため、日本
からのこれらの国に対する牛肉輸出が増大する可能性がある。しかし、14年の牛肉輸出量
は1400tで輸入量（52万t）の0.3％に過ぎず、牛肉輸出が関税削減による輸入増のマイナス
を補うことにはならない。

豚肉
ウルグアイラウンドでは、輸入価格と基準価格の差額を税金として徴収する豚肉の「差額
関税制度」が実質的に残ったが、現実の豚肉輸入では高級部位（ヒレ、ロース）と低級部位
（ウデ、モモ等）を組み合わせて基準価格で輸入するコンビネーション輸入が一般的になっ
ており、差額関税を払っている輸入業者はほとんどいない。ＴＰＰによって差額関税の適用
範囲が狭まり従量税が大きく低下し、従価税（現在4.3％）も撤廃される。そのため、従量税
を払っても低級部位を輸入する業者が出てくる可能性があり、また従価税の削減によって
輸入豚肉の価格が低下する。また、ハム、ソーセージ、ベーコンの関税が撤廃されるため、
これらの輸入が増大するであろう。

乳製品
バター、脱脂粉乳については、これまでの国家貿易、二次関税は維持されるものの、民間
貿易枠が設けられるため、国内需給がひっ迫した際に機動的な輸入が行われる可能性は
あるが、関税率引下げによって輸入が恒常化する懸念もある。また、ホエイの関税が撤廃
されるため、一部競合する脱脂粉乳の需給に影響を与える可能性がある。さらに、一部の
チーズの関税が削減・撤廃され、そのほか多くの乳製品の関税が削減・撤廃されるため、
牛乳全体の需給に影響を与える。



砂糖・でん粉
高糖度粗糖の無税化は既に日豪ＥＰＡで合意したことであるが、調整金の削減によって輸
入粗糖の価格が低くなる。また、加糖調製品、チョコレート、キャンディなどの関税も削減・
撤廃されるため、これらの輸入が増大して日本の砂糖需要全体が減少する。でん粉につい
ては、一部の品目について関税が撤廃・削減されるものの、その影響は限定的であろう。

オレンジ（みかん）
オレンジの関税が撤廃されるため、オレンジの輸入増加、価格低下が見込まれる。温州み
かんはオレンジとは完全に代替的ではないが、オレンジの消費量が増大すればみかんの
購入量や価格にも影響を与え、ぽんかん、夏みかんなど他のかんきつ類にも影響を与える
であろう。



３．農業・農村・食に関する環境変化とリスクマネジメント（RM）

リスクマネジメント

■世界の各国が協力して農業生産量向上を図る

■工場立地は農地に適した地域・土地は避ける

■温暖化防止と異常気象対応技術の研究開発と普及

■乾燥地域の栽培技術の研究開発と普及

■汚染土壌の復元技術の研究開発と普及

■農作業の自動化・省力化の研究開発と普及

■高齢者の健康に相応しい農作物・加工食品の開発

■農業生産性向上と農業所得拡大を図る

■安全な農作物・食品の管理システムの構築と徹底

■健康社会の構築（農と医と運動のバランス）



楊凌・農業近代化特区戦略
日中プロジェクト協会

望ましい農業（農村）とは

農業（一次産業）が工業（2次産業）および３次産業とことなるところは、農場（農作する場所）
が異なると育成条件が異なるので同じ作物でも、必ずしも同じ品物（味、形状）が同じ数量
の収穫は出来ない。
＜育成条件＞
①土壌の条件（粒度、排水性・保水性、微生物、有機物、窒素・リン酸・カリ・ミネラル、

PH、温度）
②大気の条件（気温、湿度、風）
③日光（強さ、日光時間）
④地形（平滑な地域、山村（傾斜）
⑤農地の広さ（広大な平野、狭い）

上記の事から、望ましい農業（農村）の姿は地域ごとに大きく異なる。そこで、次の代表的な
地域を特定し、その地域での望ましい農業（農村）の姿を描き、それを実現するために必要
な「既存技術の導入および新技術の研究・開発」を提言する。

＜具体的な地域創生構想＞
ケース１：乾燥地域（広大な土地：内モンゴルと比較的狭い）の近代的農業と農村地域創生
ケース２：温暖地域の広大は平地における近代的農業と農村地域創生
ケース３：過酷な条件（寒冷地または熱帯地域）における近代的農業と農村地域創生
ケース４：山村（竹が豊富な地域）の近代的農業と農村地域創生



望ましい農業（農村）とは
ケース１：乾燥地域（内モンゴル）の近代的農業と農村地域創生

大青山とその麓の自然を活かした健康ランド構想図

楊凌・農業近代化特区戦略
日中プロジェクト協会

羊 山羊

風力発電

飲料水工場ハウス栽培・植物工場（葉野菜、胡瓜、苺）

酪農工場
動物との触れあい公園

内モンゴルの強みである点を
活かした地域創生を図る
＜強み＞
■広い牧草地
➡放牧場に適している
➡酪農が可能
➡革製品が可能
■山に木がない
➡風力発電に適している。
■綺麗な地下水が出る
➡飲料水事業
■安価な電力が得られる
➡ハウス栽培が可能である
■水と野菜でジュースが出来る
■動物との触れ合い場
■生ごみは有機肥料に活用
＜期待効果＞
■仕事が増える
■経済効果がある。



望ましい農業（農村）とは
乾燥地域（比較的狭い農場）の近代的農業と農村地域創生



楊凌・農業近代化特区戦略
日中プロジェクト協会

高度化した情報通信技術（ICT）と
ロボットを駆使し、化学工場並み
の自動化と遠隔監視・操作で農業
の近代化を図る。
＜活用する技術・情報＞
■気象でデータ
■各種センサー
・気温・湿度・地温・土水分
・適切な水管理
■大型化・自動化・ドローン
・耕運機
・種蒔・散水・監視・収穫
・労働時間の短縮
＜期待効果＞
■省力化・自動化で人件費削減
■精密な栽培管理で良品率が向
上
■高齢者でも農業が可能である
■収益向上が期待できる

望ましい農業（農村）とは
温暖地域の広大な平野でITを駆使した近代的農業（安全・安心）



望ましい農業（農村）とは
過酷（寒冷地・乾燥地）の地域における近代的農業と農村地域創

三菱化学株式会社は、野菜工場のシステムを40フィートコンテナにパッケージ化した「コンテナ野
菜工場」を開発し、このたび、本格的に発売開始いたします。野菜工場には、① 閉鎖された空間な
ので気候・天候の影響を受けない、② 多段式の棚で栽培するため空間を最大限に活用できる、③
病害虫の侵入がなく無農薬栽培も可能、④水耕栽培のため連作障害や土壌汚染が発生しない、
⑤ 砂漠や寒冷地、都市や地下など多様な空間に設置できる、といった特長があり、異常気象や食
糧危機への懸念が話題となっている今日、新しいかたちの農業を可能にする手段として注目を集
めています。
当社のコンテナ野菜工場は、断熱仕様のコンテナに、内部を適温に保つ空調設備、水を循環濾過
して再利用する水処理設備、光合成の光源となる照明設備など、野菜の栽培に必要な各種設備を
完備したもので、1日当たり50株程度の葉物野菜（レタスや小松菜など）を収穫することができます。
太陽電池とリチウムイオン二次電池のシステムも備え付けられるため、商用電源とのハイブリッド稼
動による省エネルギーも可能となっており、将来的には太陽光発電のみによる稼動も視野に入れて
おります。

楊凌・農業近代化特区戦略
日中プロジェクト協会



望ましい農業（農村）とは
山村（竹が多い地域）の近代的農業と農村地域創生

竹林は地域の宝である！！

＜長所＞
竹粉は植物性乳酸菌と植物性ケイ酸を含んでいる。
その竹粉を高度・多段階に利用することにより、農業・食品・工業製品と広範囲な分野
へ活用し、地域バイオマス活用事業が創出できる。
＜短所＞
放置すると荒廃竹林が増加する
＜事業として期待できる＞
■生まれたてのタケノコ➡食品
■紛末➡食品添加・漬物の床
・食パン（香ばしい）
・うどん、クッキー・味噌汁・茶
乳酸菌と植物繊維で整腸作用、便秘に効果がある。
■建設資材、家具、和紙、工芸品に利用
■不要な竹は粉砕し、バイオマスエネルギーとして活用

プラスチックが環境に悪いと世界的に見直しが叫ばれている中、
竹の有効活用は地球温暖化防止に寄与し、且つ、竹林の多い山林地域の地域創生に
有望である。





◆2018年11月5日から9日まで、中国陝西省楊凌（ヤンリン）で第25回「中国楊凌農業ハイテク成果博覧
会（CAF）2018」が開催。中国全土、そして世界50カ国以上から1,800社が参加、約2､500ブースに出典、
約200万人（昨年実績180万人）が来場
◆中国農業科学技術分野での「オリンピックの祭典」と称せられるCAFに今回日本は初めて「主賓国」に
なり、同CAF25年の歴史のなかで初めて「日本館」を構えた。鳩山友紀夫元内閣総理大臣（AIIB国際顧
問）を団長として総勢約50人の訪中団が楊凌・西安に入った。
◆会場は日本の通常の博覧会と比べると、桁違いに広い。今年の会場は、A館（現代の農業種業展示
館）、B館（農業産業および技術展示館）、C館（国際農業合作展示館）、D館（産業振興展示館）、Eゾー
ン（農業機械展示ゾーン）、Fゾーン（農業イノベーション展示ゾーン）、Gゾーン（現代農業モデル園展示
ゾーン）、Hゾーン（農産品展示販売ゾーン）に分かれ、展示面積は延べ18.2万m2（屋内は6.7万m2、屋外
は11.5万m2）に渡った。

第25回「中国楊凌農業ハイテク成果博覧会（CAF）2018」紹介

https://www.data-max.co.jp/article/26224

楊凌





「日本館」大人気 日本館入口の桜の木の前で写真撮影を待つ長蛇の列ができた

https://www.data-max.co.jp/article/26224

◆主賓国の日本館「日本 JAPAN」は国際農業合作展示館の正面玄関前の最高の位置に設置
◆入り口の両側で日本を象徴する桜の木が訪問者を出迎え、奥に入ると紅葉の木がある。
◆全体的に、日本家屋がイメージされており、屋根にはたくさんの提灯もつけられている。
◆農業関連先端技術、農業の食の安全・安心、エネルギー、医療、介護関係など16社が出展
◆日本ブースの評判は上々で、最近の日中雪解けムードの中、関心が高まっていることを実感した。
◆「それぞれ個性のある展示で、内容は極めて充実していました」
◆訪中団団長の鳩山友紀夫元内閣総理大臣（AIIB国際顧問）は、日本ブースを視察した感想を博覧
会実行委員会主催歓迎レセプションの席で「日本ブースを拝見させていただき、それぞれがとても個
性のある展示をなされていたことを誇らしく思いました。日本館はそれほど大きくはありませんでしたが、
内容は極めて充実していました。ぜひこの地から、とくに農業を中心として、日中関係が改善していくこ
とを願ってやみません」と述べた。



日本ブースの写真 兵馬俑の写真



楊凌・農業近代化特区戦略
への日本支援の企画書

楊凌・農業近代化特区戦略日中プロジェクト



楊凌・農業近代化特区戦略への日本が参画する目的

近い将来、世界の人口増と農地減少と気象変動により、世界の食糧不足が懸念される。
そこで、楊凌・農業近代化特区戦略において、中国と日本の協力により、世界の優れた
技術を結集して、世界の食糧の安全・安心を確保する

農業・食品産業の近代化により、全世界の平和な社会を構築する

楊凌地域の農業近代化と地域創生

中国全土と日本全土の
農業発展と国民の幸福

隣国（アジア・オセアニア・露）の
農業の発展と国民の幸福

中東・アフリカの
農業の発展と国民の幸福



楊凌・農業近代化特区戦略
日中プロジェクト協会

短期的協力・支援（2018年11月の国際展）

2018年11月開催予定の国際展に農業分野として、①講演会・セミナーにおいて、
日本の優れた技術の紹介をする、②展示会場において、農業資材および農業機
械・IOT技術の展示とビジネスマッチングへ協力する。具体的なアイテムは下記
の通りである。

NO テーマ ①参加 ②参加

１ IOT活用による近代的農法 〇

２ 砂漠栽培・緑化技術 〇

３ 精密潅水システム技術 〇

４ 施設園芸の省エネルギー技術 〇

５ 苗育成専用植物工場 〇

６ ソーラーシアリング技術 〇

７ 太陽光活用栽培技術 〇

８ 小型水力発電技術 〇

９ 農産物貯蔵技術 〇

10 野獣被害防止技術と商品 〇 〇

①講演会・セミナーへの参加と②パネル掲示と機械・資材の展示と商談

NO テーマ ①参加 ②参加

11 食品安全管理技術と管理システム 〇

12 有害物汚染土壌の再生技術 〇

13 農業用水浄化技術 〇

14 農産物の防食技術と商品 〇 〇

15 農業機械 〇 〇

16 人工土壌技術と製品 〇 〇

17 健康食品・漢方医薬製造技術・製品 〇 〇

18 竹の有効利用と農村の創生 〇 〇

19 内モンゴル（乾燥地域）の地域創生 〇

20 村おこし事例紹介 〇



楊凌・農業近代化特区戦略
日中プロジェクト協会

長期的協力・支援（研究開発とその普及と人材育成）
～基礎研究の協力は中央政府間の協定が必須～

◆基礎研究から現場実証および事業化まで、一貫した推進することを前提に組織体制を

構築する。
◆生物資源の基礎研究開発と生産技術の共通技術の開発は楊凌・農業近代化特区で行
い、開発の一部と実証試験・普及（農業従事者の指導・育成）は各地域の研究機関で行う
事を原則とする。

作物の品質改良と栽培技術研究部門

■穀物（米・麦・コーン・蕎麦・粟・芋）

■野菜・茶

■果物

■牧草

牧畜（牛・豚・鶏）研究部門

■牧畜の品質改良と繁殖

■伝染病対策と病気治療

■糞尿処理技術

食品関連研究部門

■食品加工・包装・保存技術研究

■農作物と栄養・機能研究

基礎研究部門

■生物資源研究分野

➢ 遺伝子組替

➢ ゲノム解析

➢ 放射線照射と突然変異

■種苗管理分野

➢ 種苗採取

➢ 種苗管理：配布・チェック・指
導

■農業環境技術研究分野

➢ 農業と地球温暖化

➢ 土壌解析研究

➢ 農薬の生物への影響

農作業の効率化・自動化

■農作業の自動化

➢ 耕運機

➢ 種蒔・除草・農薬散布・収穫・脱穀

➢ 給水・排水管理

➢ 栽培状況遠隔監視

➢ 野獣被害監視システム

■農業土木・施設も研究分野

➢ 農業土木・ハウス・省エネルギー

➢ 水関連（貯水・配水・排水）

➢ 種苗管理：配布・チェック・指導

➢ 農道



協力・支援体制
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私案：オーソライズされたものではない



未来農林事業開発研究会の紹介

1. 経緯

2. 設立趣旨および目的

3. 基本方針

4. 組織

5. 会員制度

6. 運営

7. 主たる課題（研究テーマ）

8. 主たる実績（シンポジウム＆定例講演会）

9. 他の団体との連携（産学官）



未来農林事業開発研究会の経緯

年月（西暦） 内 容

2008年01月 「未来の農業科学技術を考える研究会」の発足（別紙１）

2009年04月 経産省所管「（社団法人）日本工業技術振興協会（ＪＴＴＡＳ）」の研究
事業として「未来農林事業開発研究会」を設立し活動を開始（別紙２）

2014年11月 行政改革により、省庁直轄の社団法人は廃止となりＪＴＴＡＳが消滅

2014年12月 任意団体として、研究会を継続

2015年11月 （一般社団法人）日本シニア起業支援機構（Ｊ－ＳＣＯＲＥ）のグループ
団体として承認を受けて活動を継続

2016年10月 Ｊ－ＳＣＯＲＥに統合し、研究会事業として再スタートする
研究範囲は、農業、林業、水産業に加え、食品、健康に関連する案件
まで含める。

2017年09月 研究会の活動の一つである、定例講演会（研究、技術、ビジネスの紹
介）は農研機構と合同で行う事になった。

2017年10月 研究会の「運営」と「組織・体制（別紙２）」の見直しを図り、研究会の更
なる充実と発展を期して活動を継続



「未来農林事業開発研究会」の設立の趣旨と当初の目的

近年、ＢＲＩＣｓはじめ発展途上国の急激な経済発展に伴い、工業およびエネルギー資源である石
油の枯渇が懸念され、その代替としてバイオマスおよびバイオマスエネルギーに注目が集まり、その
上に投機的要素が加わり、石油およびトウモロコシ、米、大豆等の食物価格が異常に高騰したことは
記憶に新しいことです。また、世界人口は増加の一途をたどり、それに伴い食糧需要は大幅に増加し
ています。しかし、一方で食物生産の基盤である農地面積は、経済発展に伴う都市化、地球温暖化・
気候変動の影響を受けて農地が減少しているのが現状です。
その対策として、各国が国家戦略として二国間における長期的契約（農産物取引、農地利用権等）

および中国はじめ幾つかの国が食料の輸出制限を表明していることは承知の通りです。
このままでは近い将来、世界的な食糧不足が生じ大きな社会的問題が発生することが予想されます。
昔から地域間の争い、国境を越えた戦争の３大原因は「水、食糧、エネルギー」だと言われており、こ
の諺は現在も未来も当てはまります。
日本は、工業およびエネルギー資源に乏しく、加えて食糧自給率（カローベース）が先進国の中で

一番低い国であることを考慮すると、特に重要な案件であることは疑う余地はありません。
そのような背景の中、食料生産の役割を担っている第一次産業（農林水産）分野は、これまで以上
の生産性向上が望まれる一方、第二次産業（工業）分野は、石油資源に代わり、バイオマスを資源と
した技術革新が期待されています。
そこで、「第一次産業（農業・バイオ）技術」と「第二次産業（工業）技術」の利点・欠点を調査し、

各々の良いところを融合・組み合わせることで、新しい科学技術の創造、ニュービジネス創出・事業化
の実現を目的として設立した研究会が本研究会です。（２００９年４月１日 社団法人日本工業技術振
興協会主催の研究会として発足）
その後、行政改革の一環として（社団）日本興業技術振興協会が2015年に解消したのを機に一般社
団法人日本シニア起業支援機構（J-SCORE）の所管する研究事業として再スタートし、現在に至る。



未来農林事業開発研究会の目的と対策

1. 日本の自然環境の維持と食糧の安定的確保と安全を守る
～産業発展、贅沢な生活、自然環境、環境資源、等総合的な考慮（ＬＣＡ重視） ～
・地球温暖化と再生エネルギー（バイオマス）
・産業発展に伴う森林・農地の減少 のために地球温暖化・食糧不足対策

2. 日本の農業を魅力ある産業にする
・農業の六次産業化（生産×加工×販売・飲食店）を推進
・農業の四次元化（農・食・健康・医薬）産業の推進

3. 高度な技術の開発と普及
・水不足な地域（節水型農業）
・寒冷地域・猛暑地域（省エネルギーな農業）
・農業に適さない農地（土壌改良技術）

4. 発展途上国への生活の向上への貢献
～亜熱帯地域（日本の農業に似た国）へ日本の農業・食品技術を移転～
・モンスーンアジア地域の研究連携体制強化（農業環境技術研究所 主幹）

5. 世界の食糧不足への貢献
～日本の農業・食品産業の仕組み・ノウハウを移転～
・行政（国、地域、国立研究開発法人、大学）
・民間企業、農業共済組合、各種法人（公益社団、一般社団、ＮＰＯ）
・農家（家族経営、地域の維持）

【目的と目標達成のために具体的な対策】



未来農林事業開発研究会の基本方針

本研究会は全ての分野を超えて、様々な分野の人で構成され、従来にない新しい発想で、新しい
技術・事業の創出を目指しています。即ち、これまでの一次産業・二次産業・三次産業を統合し、医
学・工学・農学の融合、基礎研究、応用研究、開発の連携で事業を明確にした研究プロジェクト（Ｒ
Ｐ：Research Project）を推進していきます。

更にまた、本研究会は研究プロジェクト体制・組織（RPリーダー）の下に、基礎研究から応用研究、
開発、事業化までを一貫して推進します。

なお、シーズ志向よりもニーズ志向を重視し、且つ、新しい技術・事業の実社会への実現を第一義
とし、必要に応じて、基礎研究、応用研究、事業開発、および事業化（ビジネス）を行うことを基本と
しています。

本研究会の基本方針はつぎの通りです。

（1）（社）日本シニア起業支援機構の研究会支援事業の一つであり、社団法人の趣旨に則った活
動をする。

（2）研究会の独自統制の下に、研究規模・内容に応じて適宜、研究プロジェクト体制・組織をとる。
（3）研究会の構成メンバーは産学官から広く募集する。
（4）研究運営費は、年会費（学生会員、ボランティア会員、個人会員、法人会員、賛助会員）と外部
資金（公的競争研究費または財団・企業公募資金、共同研究先資金）で賄う。

（5）特定の企業で研究成果を活用し事業開始（販売）が行われた段階で、研究プロジェクトの役割
は原則として終了とする。

（6）特定の企業が事業開始した後の研究については、企業と研究者の間で個別に協議する。



別紙２：Ｊ－ＳＣＯＲＥと未来農林事業開発研究会の関連（体制・組織）

会員総会

研究会事業

人材紹介・斡旋事業

海外事業協力事業

よろず相談

Ｊ－ＳＣＯＲＥの研究会事業

◆未来農林事業開発研究会

◆リスクマネジメント研究会

◆・・・・・・・・・・・・

未来農林事業開発研究会総合研究会議

ＭＴＲＣ 技術経営研究センター ２００９．０５．１１ 無断複写･転写を禁止します。

｛未来農林事業開発研究会の組織・体制｝

監事理事会

開発支援事業

販売支援事業

会 長：松井武久
副会長：荒木義修（兼事務局長）
副会長：川上茂樹
事務局長：荒木義修
定例講演会担当事務
・農研機構：田中康治
・Ｊ－ＳＣＯＲＥ：並木輝夫
研究会員（正会員）

各種研究プロジェクトは、部会毎に組織する

技術評価・市場調査事業

研修・セミナー事業



精密潅水システム研究プロジェクトの事例

研究プロジェクト（Ｒ
Ｐ）

未来農林事業開発研究会総合研究会議

精密潅水

ＭＴＲＣ 技術経営研究センター ２００９．０５．１１ 無断複写･転写を禁
止します。

負圧潅水基礎技術開発チーム

正圧潅水基礎技術開発チーム

潅水技術実証（１）ラスベガスＰＪチーム

潅水技術実証（２）某地域活性ＰＪチーム

ＲＰリーダ：大幡 （副）古川、山岡、名手
コーディネータ：上條 （副）並木

推進体制・組織

チームリーダ：ＯＯ （副）：ＯＯ

チームリーダ：名手 （副）：大幅

チームリーダ：ＯＯ （副）：ＯＯ

チームリーダ：古川

会長：松井 副会長：大幡、山本、大山
コーディネータ：島田、並木、
プロジェクトリーダー：

2009年～2012年

【構成メンバー】

ハウス省エネ技術

植物工場経営診断

土壌改良技術

竹 事業

再生エネルギー

精密潅水ＲＰ推進会議

陸上養殖技術

農作物と食料の保存

過去の事例2009年～2012年



農作物と食料の保存研究プロジェクトの事例

研究プロジェクト（ＲＰ）

未来農林事業開発研究会総合研究会議

精密潅水

ＭＴＲＣ 技術経営研究センター ２００９．０５．１１ 無断複写･転写を禁止します。

殺菌・防食の基礎技術開発チーム

事業化検討チーム（経営とコストダウン）

事業促進（宣伝・販売）チーム

ＲＰリーダ：川上 （副）佐々木、ＯＯ，ＯＯ
コーディネータ：ＯＯ （副）ＯＯ

推進体制・組織

チームリーダ：ＯＯ （副）：ＯＯ

チームリーダ：ＯＯ （副）：ＯＯ

チームリーダ：ＯＯ （副）：ＯＯ

会長：松井 副会長：荒木（事務局担当）、川上（アカデミック担当）
定例講演会事務局：並木輝夫、田中康治
総合研究会議メンバー：研究会（正会員）

2009年～2012年

【構成メンバー】

ハウス省エネ技術

植物工場経営診断

土壌改良技術

竹 事業

再生エネルギー技術

農作物と食料の保存研究プロジェクト

陸上養殖技術

農作物と食料の保存



農土壌改良技術研究プロジェクトの事例

研究プロジェクト（ＲＰ）

未来農林事業開発研究会総合研究会議

精密潅水

ＭＴＲＣ 技術経営研究センター ２００９．０５．１１ 無断複写･転写を禁止します。

ナノカーボンの活用と汚染土壌処理分科会

土壌改良技術と生産性向上分科会

事業化促進（宣伝・販売）チーム

ＲＰリーダ：今本 （副）阿川、ＯＯ
コーディネータ：ＯＯ （副）ＯＯ

推進体制・組織

チームリーダ：ＯＯ （副）：ＯＯ

チームリーダ：ＯＯ （副）：ＯＯ

チームリーダ：今本 （副）：ＯＯ

会長：松井 副会長：荒木（事務局担当）、川上（アカデミック担当）
定例講演会事務局：並木輝夫、田中康治
総合研究会議メンバー：研究会（正会員）

2009年～2012年

【構成メンバー】

ハウス省エネ技術

植物工場経営診断

土壌改良技術

竹 事業

再生エネルギー技術

土壌改良技術研究プロジェクト

陸上養殖技術

農作物と食料の保存



具体的な研究プロジェクト（潜在的案件も含む）一覧

N O テ ー マ 名 概 要 目 的 備考（進捗度、会員数）

１ 精密潅水システム ①地中潅水法

②植物育成最適潅水法

③コンピュータ制御

①節水（乾燥地域）

②品質向上

③生産性向上

◆2009.04開始

・ネバダ大学連携

・地域との連携

２ 未来植物工場

（業務用＆自宅用）

①全自動植物工場（人工光）

②自宅菜園（観葉と新鮮野菜）

①生産性向上

②癒し・健康・趣味

◆事前検討中

・つくば市の旧庁舎活用

３ サゴヤシの飼料化・食
品化

①飼料化・食品化・バイオマス・
エネルギー

②フイリピン大学との共同研究

①フイリピン支援

②コストダウン

◆事前検討中

・フイリピン大学と連携

４ 微生物活用と農業廃棄
物処理

①菌によるマルチフイルム分解

②植物残渣の処理

③家畜糞尿処理

①処理の簡素化

②堆肥化

③環境改善

◆事前検討中

・NIAES保有の生分解性
プラスチック菌の調査

５ 未来の物流システム ①高度IT活用による物流シス
テム（新型コンテナー活用）

①顔の見える食品

②コストの削減

◆事前検討中

・ｲﾌｺ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ、ｲｵﾝ

６ 食品保存技術 ①発酵技術と野菜保存と加工

②残雪・坑道活用と米保存

③機能フイルムの活用

①品質保持

②価格安定

③低価格・品質保持

◆事前検討中

７ 水上・水中植物菜園と
水質浄化

①湖･河川の水質改善と植物
栽培

①霞ヶ浦の地域発展 ◆事前検討中

・NPO法人の支援中

８ 機能性植物の製品化 ①健康食品、②医薬品、

③農薬、殺虫剤

①安全性の向上 ◆事前検討中



具体的な研究プロジェクト（潜在的案件も含む）一覧

N
O
テ ー マ 名 概 要 目 的 備考（進捗度、会員数）

9 ハウス栽培の省エネル
ギー技術の開発と普及

①省エネルギ技術の評価

②コンピュータ制御

①エネルギー費削減

②収益向上

◆共同研究先探索

・省エネルギーメーカー

1
0
水耕栽培における環境
条件制御の究明と応用

①機能成分の制御方法

②中性子（放射線）分析法

①低カリ野菜、

②高機能成分野菜

◆共同研究先探索

・研究機関＆植物工場

1
1
汚染水および汚染土壌
対策技術の研究開発

（実証実験）

①特殊なナノカーボンの活用

②無毒化の効果確認

③メカニズムの解明

①保有技術の事業化

②汚染水の浄化

③汚染土壌の無毒化

◆共同研究先探索

・フジべトン㈱との共同

・産総研からの支援検討

１
２
養殖場（チョウザメ、そ
の他淡水魚）のコストダ
ウン（実証実験）

①水流機構の効果確認

②植物性プランクトンの効果

③紫外線の殺菌効果

①エネルギーの削減

②餌代の削減

③殺菌費用の提言

◆共同実証試験中

・つくばの養殖場

・技術保有企業

１
３
植物工場の事業性診
断と改善支援

銘柄、生産規模、建設費、運
転費、収益の評価診断

①植物工場 収益向上 ◆共同研究先探索

・研究機関＆植物工場

１
４
竹の有効利用と事業化

（建築部材、工芸品、エ
ネルギー、漬物床、）

①国内の地方創成事業

②海外＆日本との連携

③海外（フイリピン他）

①竹の有効資源化

②フイリピンの支援

③日本の竹事業支援

◆共同研究先探索

・竹供給先

・竹工芸

１
５
天然ミネラル（軟質多孔
性古代海洋腐植質）の
機能性と用途開発

①効果の確認

②効果のメカニズム解明

③経済性評価

①水質・土壌改良材

②家畜の胃腸調整材

③化粧品

◆共同研究先探索


