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NPO法人農都会議  食・農・環境グループ    

「農のあり方を考える」シリーズ・シンポジウム第４回     

～中国最新農業から見た日本農業～     

・日時  2019年 1月 29日（火） 18： 00～ 20:20 （ 17： 30 開場）   

・会場  港区神明いきいきプラザ  4 階集会室Ａ  

【第１部  講演】      

「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～」       

   講師：松井武久氏     

日本シニア起業支援機構（ J-SCORE）代表理事     

・三菱化学は肥料、農薬、農業資材、バイオに関する事業を営んでいたので、それらに関する人

材・技術・情報が多くあり、関心を持つ機会を得た。私は化学プラント建設とその保全を担当

した。 

・北九州プリンスホテルの建設担当した時に、ホテルの施設の一部に植物工場を設け、トマト 1

万個／本の栽培を展示し、その果実をお客さんに食べてもらった。 

・小泉内閣の行革の一環として、各省庁直轄の国立研究所が独立行政法人に改組され、研究の効

率化を期待された。私は、それまでの経験（研究マネジメント、経営監査）を評価され、農水省

研究所の監事に任命された。天下りが悪評な時に、天上がって公務員になった。 

・最初の２年は農業生物資源研究所の非常勤監事（本業は三菱化学MKV の常勤監査役）、次いで、

4 年間農業環境技術研究所の常勤監事を経験した。その間に多くの研究者の研究論文から農業

に関する多くの知識・情報を得ることに加えて、優れた研究者と人脈をつくることができた 

・監査レポートとして、「世界に誇れる研究成果があるのに、何故、日本の農業・農家が、世界

競争力がないのか。何故、優れた研究成果を世界平和に積極的に活かさないのか。研究費に

税金を使っている。以上、世の中に役立つべきだ。」と提言し続けた。 

・また、会計検査院と一緒に、日本の国立研究所の効率化を図ることに努めた。 

・研究所の研究水準は世界一流だが、農家がそれを使うレベル（規模、技量）にない、ここが一番

の問題である。 

・古くは、企業は、一つの物を開発に、基礎研究（3 年）、応用研究（3年）、実証（数年）と合わ

せて約 10年掛かっていたが、グローバル化で国際競争力が激化する中、研究・開発期間の短縮

が求められ、従来の期間では、欧米、韓国、中国との闘いに負ける時代になった。 

・就任当初、農水省所管の研究所は、7 研究所（基礎研究３、その他４）があり、効率が悪いので

統合するよう提言。一昨年、全研究所が一つになり、農研機構に統合となった。 

 



2 

 

１．社会と取り巻く環境変化 

・グローバル化の進む中、国内だけを見て考えるのではなく、世界の動向を見て、日本の農業を 

を考えないといけない。 

・TPPの締結に伴い、賛成派は「ものつくり立国として自由貿易で経済発展をした日本を、農家

を守って経済発展を停滞させるのか、積極的に進めるべきだ。その上で農家の支援策を考える

べきである」。一方、反対派は「日本社会（米の文化、水資源、自然保護）の基盤に農業が重要

である。自由貿易を進めると農家に悪影響を与え、農村が壊滅する。TPP は反対である」と賛

成と反対の意見が国民を二分した。しかし、最近、結論として「TTPは全体最適を考え、アメ

リカが撤退した中、日本が主体となり進めるべきである」と行政はじめ国民の考えが変わった。 

・全ての問題解決には、局所（部分）最適ではなく、全体最適が重要である。局所（部分）最適は

寧ろ、全体最適に障害になることが多々ある。 

・当初、農水省および農家は反対意見が多かったが、最近は賛成派が増えている。 

・農業を取り巻く環境変化（リスク）は大きな問題になってきている。以下、具体的に述べる。 

・世界人口が 100億人になった時に、食糧が不足する。 

・グローバル化と農業の国際競争力激化。 

・科学技術の高度化（ICT,AI,ロボット等）とその活用による農業の改革。 

・人に危害を与えるような、誤った「農薬や肥料」であってはいけない。薬は使いようでは役立

つが、誤ると害となる。 

・日本の農家の平均農地面積の 2haでは、付加価値の高い（イチゴ、トマト、その他高価な野菜） 

を栽培でも、収入は 200 万円程度である。規模が小さすぎる。 

・休耕田への補助金政策は農家の発展には役に立たず、寧ろ、積極的な農家のやる気を損なう。 

・農地改革（農地改革、税金、農業の法人化）が遅れている。 

・オランダは農業（農家）の大規模化により世界で誇れる農業国になった、これが経済原則だ。 

・今、休耕田が滋賀県の大きさくらいもある。コメは余っているのに食料自給率（カロリーベー

ス）は 4 割弱で推移。農業政策の抜本的な改革が必要である。最近、農政はそれに気付いて、

政策を変更している。 

・農業政策として大きな変化は、「スマート農業の積極的推進、コメ政策、輸出強化等」。 

・農水省は変わったが、農家は変わっていない。今の農家は、小規模および高齢者が多く、土地

に執着心が強く、新しい技術を習得する気力がない。 

・経済的な魅力が無いので若い人が農業に就かない。 

・団塊世代の高齢者には、会社の AI のような ITや自動化の知見を活用して農家をやりたい人が

多い。しかし、平均の農地 2ha では魅力がない。農地改革（大規模化、インフラ整備への補助

金）をすれば、大きな変化が生まれる。 

・日本のリスクマネジメントの理解は多くの人（90%）が間違っている。 

・リスク（危機）の定義を危機の「危（マイナス）」だけを考えて、保険会社の運用的な対策を考

える人が多い。しかし、危機の「機（機会）のプラスで考える人が少ない。 
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・近年のように社会環境変化の激しい時代は、従来のリスクネジメントでは効果がなく、寧ろ悪

影響である、対策費に無駄が生じる。 

・日本政府のリスクマネジメントはマイナス面を重視の局所最適のため、費用対効果が低く、効

率が悪い結果、国の財政赤字が 1000 兆円を超えている。 

・変化は激しい時代のリスクの定義は「変化はリスク」である。変化は、プラスにもマイナスに

もなる。マイナスよりもプラスを重視した対策が必要である。その際、5年先、10 年先、20 年

先の若い人たちの時代を作るのが、我々シニアの仕事である。 

・「少子高齢化で労働人口が減少し、経済発展に大きな問題だ」と言っているが、前提条件に間違

いがある。それは、労働人口が「15歳から 65 歳まで」という条件だ。一方、高齢者の８０％は

働きたい、と言っている。労働人口に高齢者（特に団塊の世代が 75 歳まで）が働けば、後 10

年間は寧ろ労働人口は減少しない。 

・福島県の復興対策は 100 年の計で地域創生を考慮し、加えて高齢者よりも若者の将来を考慮す

ることが重要である。しかし、短期の復旧と同じ視点での復興対策に高齢者の意見を優先する

対策が目に付く。これは税金の無駄である。税金をかけて元に戻そうとするのは復旧であり、

復興政策ではない。若い人にお金を与えて、海外でもどこでも、何でもやって来い、というの

が将来を考えた政策だ。 

・今後、予想以上の自然災害が起こる可能性がある。自然脅威には勝てない。津波対策の防波堤

を作ることにお金をかけるのではなく、高いところに市役所も住宅も病院も作っていけばよい。

平地は、グラウンドや物流拠点等、万が一災害を受けた時に復旧・復興費が少ないものを作れ

ばよい。 

・若い人の意見を聞いて町おこしをすべきと、復興について 2011 年に論文を書いた。農業もまっ

たく同じで、現在悪いところにお金をかけてもしようがない。5 年 10 年 20 年先を考えてどう

するのか、これがリスクマネジメントだ。 

２．世界平和と日本の発展 

・世界の戦争、紛争、テロの原因は何か？ 人種差別、宗教差別、等と言われているが本質では

ない。一番の原因は貧富の格差である。国内の紛争も同じであり、所得格差である。 

・現在、日本は豊かな国であるが、豊かでない国からテポドン一発が原発に打ち込まれただけで、

日本は終わりになる。豊かな国が、豊かでない国・地域を支援することが世界平和につながる。 

・60歳を迎えた時、「定年後何をするか」を自問自答した。私は山口県萩生まれ、尊敬する人は松 

陰松陰、自称吉田松陰の門下生なので、小さいころから、「お前は何のために生きているのか」、

と親から繰り返いし言われ続けてきた。勤務先であった三菱化学では、三菱伝統の「世のため、

人のため」を言われ続けてきた。 

・一番上位の夢に「世界平和の構築に貢献する」を置き、その夢の実現のために、日本シニア起

業支援機構（J-SCORE）を立ち上げた。 

・J-SCORE のモデルは、アメリカで 50 年間の実績がある団体である。経験・知識・人脈の豊か

なシニアがボランティア精神でベンチャーを支援している。 
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・活動として、国内は大企業との格差のある中小企業の支援（事業企画、研究開発、生産技術、販

売支援等）に注力している。 

・次に、日本の平和構築として、隣国である中国・台湾・韓国・北朝鮮はじめアジアとの友好促進

である。 

・世界平和と国民の幸福に一番必要なことは、「水と食料がないと人は死ぬ、そして、環境は汚し

ては健康によくない」である。そこで、日本が優れている「水・農・食・健康・環境」技術を世

界に移転することに取り組んできた。 

・アメリカの SCORE は、民間の寄付と行政からの助成金で運営されている。設立当初は J-SCORE

の運営を寄付や助成金を当てにしていたが、過去 10年間の結果は、民間からの寄付と行政から

の助成は「ゼロ」である。 

・運営費は、J-SCORE設立趣旨に賛同して入会している会員の年会費だけである。 

・私自身は、最低限の生活費は年金で賄い、ボランティア活動資金はコンサルタントで頂いたお

金を資金につぎ込んでいる。 

・年金生活だけの人生に比較し、ボランティア活動で充実した日々を送り、支援先から感謝の言

葉を頂くことで、充実した日々を送れていることに感謝している。 

・会社も個人も、「夢・目的と手段」を間違って理解している。 

・「金儲け」を目標に置くこと自体が大きな問題である。目標は「世界平和の為、日本国民の為、

地域の為、貧しい家族の為、子供の為に・・・・」であり、手段が「その必要な経費を得る」こ

とである。 

・一部の企業、大学、病院、個人としては政治家・公務員・地主が、「自分の票田のため、安定し

た所得が得られる」ことを目標にしていることは間違っている。 

・一部の教育機関（大学・高校）が、儲けのために生徒をないがしろにしている。若い未来の人材

を育てるのが学校の目的なのに、生徒が減ってきている中で、利益の確保を目的に動いている。 

３．世界の環境変化 

・世界的な変化には、ISO、自由貿易、環境、情報技術、高齢化・・・  これらはみんなに同じ

条件である。 

・会社だと、生き残る会社はリスクマネジメントができている会社であり、やっていない会社は

潰れる。地域も同じである。変化に対応しないのだから、当たり前の話である。 

・わかりやすく言うと、優れたリスクマネジメントはダーウィンの法則である、変化に対応でき

ない者は、強くても大きくても死んでしまう、変化に対応できるから、生き残れる。 

・中国の環境変化としては、「製造２０２５で産業の高度化」、加えて、「環境保全重視（大気汚染

対策として自動車の電気化）」、「高齢化社会対応（介護・医療）」、「農業の近代化（農業戦略特

区）」である。 

・私は、その中国の社会変化に日本の優れた技術・文化を移転することを通じて日中友好促進を

図り、強いては一帯一路を上手く活用してアジア平和、世界平和の構築に貢献する活動を行っ

ている。 
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・これからの農業のキーワードは、「自由化、IT化、スマート化、精密化、安全・安心」である。   

・アフリカでは、水牛使いながら、アイフォンで天気予報見ながら農業やっている。日本では、

高齢者はスマホ持っていない人が多い。中国や韓国はアイフォンの普及が進み、キャッシュレ

スが常識である。日本は高齢者が癌（ネック）である。アイフォンを持たないので社会インフ

ラが遅れている。「自分だけ良ければ・・・」の意識が強く、社会貢献意識が低い。 

・農業もそうだ。高齢で農家できないのなら、農業法人に土地を貸せばよい。 

・中国はスマート農業をどんどんやっている。中国はあっちこっちに Wi-Fi が飛んでいるから、

使える、日本との大きな違いだ。WeChat（＊）、LINEは、日本ではフリーの Wi-Fiが飛んでい

ない、ドコモ、ソフトバンクなど大手のインターネット経由になってしまう。 

（＊）WeChat：Tencent（騰訊）が 2011 年にリリースした、文字や音声、写真や動画、グループ 

チャットなどでコミュニケーション通知など基本機能が出来る無料メッセージアプリ 

・[ 地方創生 ＝ 農業 ]だから、農地改革、農業改革をやらないといけない。農業には夢があり、

環境に恵まれている日本（雨が多く、温暖である）にとって一番期待される産業である。生命

には水と農業と環境が必要である。世界共通であり、これで中国を支援している。研究開発も

お金が掛かるので、最初から日本と中国が協力して行う事が、知的財産権の問題の解決となる。 

・[ リスクマネジメント ＝ 経営戦略 ]、変化を先取りして、５年１０年先への攻めを考える、守

りではだめ、これが変化の時代の経営戦略である。 

・リスクを日本では漢字では、「危機」と書き、この「危」のことばかり重視した対策をして、保

険会社を儲けさせている、もう一つの「機」は、チャンス「機会」だが、経営者はこれを忘れて

いる。 

・リスクはプラスとマイナスがある。チャンスを活かす戦略を考えること。マイナスに予算を付

けても、５年、１０年経てば、結局、役に立たなくなる。 

・そういう目で見ると、今の農業政策は問題がある。TPPを活かして、攻めの政策が必要である。 

４．農業・農村・食に関する環境変化とリスクマネジメント 

・農業と食の関係では、世界的に共通に起きていること― 人口が増える、経済発展で、農地が荒

れて砂漠化、農薬・化学肥料で土地がおかしくなる、農薬・調味料で有害食品増。 

・これらは、世界共通の問題であり、世界が協力して一緒にやれば、日本の研究費は 3 分の 1 で

済む。特に中国は、金も人も土地も持っている。なんで中国と喧嘩するのか。活用すればいい。 

・私は技術経営研究者だから、論理で経営を考え、データを基に話をする。 

・地球温暖化により九州地域では、コメの花粉時期に 0.5 度の温度が上昇すると一級品のコメが

できなくなり、飼料米になってしまう。 

・逆に北海道は温暖化では良くなる面もあるが、日本全体で考えないといけない。農業は温度に

は敏感である。 

・世界的に水不足 淡水を使えるところは少ない。砂漠化が進んでいる。 

・「危ない中国食品」の記事が頻繁に記載されて消費者は不安である。安ければよかろうの悪い商

社が生き残れることが問題である。正直者が得をするシステムの構築が必要である。 
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・ＴＰＰ対応で、この 10 年間、競争力をつけるのが遅れた。小規模農家を守ったために、競争力

強化に繋がらなかった。農村・農業政策に補助金出すのは良いが、作らない農家・休耕田に補

助金を出すことは生産性に逆行している。 

・自給率はカロリーベースなので、脂肪分を取るのをやめれば、自給率はアップする。穀物は余

っている。野菜自給率は 80％弱あり大きな問題ではない。 

・工場立地は、農地に適した地域・土地は避ける。森を守れば、魚も増える、そういうトータルで

考える。 

・温暖化対策には、日本は環境技術移転で、世界からお金をもらえばよい。 

・農作業は、ICT,自動化により、化学プロセスの運転のように、家の中からコントロールできる

ようになる。 

・農家は、高齢化が進むことへのマイナス対応ではなく、若い人がやりたくなるようにすればよ

い。 

・工学のものつくりは、ビーカースケールで研究開発を行い、それをエンジニアリング技術で大

規模化を検討すれば、何処でも同じものができる。しかし、農業は違い、土壌、地形、気象条

件、水、耕地面積などで種が同じでも作物の品質や収穫は異なる。これがわからない自称専門

家が農業を援していると言いながら結果として農家を潰している。大学の農学部の先生にも、

局所的な最適化を指導し、農業経営を全体最適な視点から指導できる人が少ない。自分で農業

やらずに教えている、知識はあるが、知恵になっていない。例えば、EM 菌は九州では効果があ

ったが、北海道では全くダメ。土の影響が大きい。 

・大気、日光、すべて違う、農業は 100 あれば 100それぞれの最適条件がある。これを知らずに

指導または真似るから大失敗する。 

・トマトの植物工場の事例（某大学）において、経営データ（生産性、糖度をコストに置換えて、

データを取る）求めたが、データは取られなかった。部分最適の研究が主体で農業経営の為の

研究を目標としていないのが問題である。税金を使う公的研究機関は目的と計画を見直すべき

である。 

・世界で同じようなところは、共通性があるー ①乾燥地域、②温暖地域の平野― 農業に適した

この地域を、日本の技術でどんどん開発すれば、世界の農業生産が上がる。 ③過酷条件（寒

冷地/熱帯地域）、④山村。 

５．望ましい農業（農村）とは  

・内モンゴルにボランティアで支援に行っている。水は超節水技術、エネルギーは、昼は太陽光

発電、夜は風力発電で、植物工場作るという企画書― 10年間で一千億円。 

これを 2018年 11 月上旬に開催された中国楊凌農業オリンピックで大々的に発表してきた。 

・有機農業は良い農法であるが、経済的に考えたらどうなのか。正直者が馬鹿をみないように、

ICT、AI、IOT 技術を駆使し（農地、農作物、加工食品等）の計測で農地の農薬や肥料状況等

が消費者に分かるようにすることが重要である。 

・竹は、地球上で一番成長が早いバイオ資源であり、管理農業に向いている。タケノコを作り（紛
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末➡食品添加・食パン（香ばしい） ・うどん、クッキー 乳酸菌と植物繊維で整腸作用）、3年

ものは竹酢に、最後はバイオマスエネルギー資源となる。東京大学の教授が事業化の研究をし

ており、一部の地域で採用されつつある。  

６．中国「農業オリンピック」： 日本初参加 

・「楊凌（＊）農業ハイテク成果博覧会 2018」（中国農業科学技術分野での「オリンピックの祭典」

と称えられる。）  （＊）楊凌（ヤンリン）は西安の隣。 

・農業特区の起源の地であり、一帯一路の一帯のスタート地点。 

・中国の農業従事者は、2006 年からの 10 年で、3 億 5000 万人が、10 分の１になった。見渡す

限り、北海道並みの農地があちこちにある。カリフォルニアにあるような大規模トラクター、

大規模散水設備が導入済みである。  

・植物工場は世界一といわれるオランダが入っている。 

・この博覧会は 25 回目になるが、初めて「日本館」を構えた（民間企業の 16 ブース）。鳩山元首

相を団長（副団長；中川十郎氏：日本ビジネスインテリジェンス会長と松井氏：日本シニア起

業支援機構代表理事）として総勢約 50 人の訪中団で参加。日本館は一番の人気館だった。 

・参加にあたり、企画書を作った― 「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は、 

「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➡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」 

具体的ステップとして、 

（１）楊凌地域の農業近代化と地域創生（まず、楊凌でやりましょう） 

（２）中国全土と日本全土の 農業発展と国民の幸福（中国全土と日本で実証しよう  

～寒いところから亜熱帯まで） 

（３）隣国（アジア・オセアニア・露）の 農業の発展と国民の幸福（2）でできた技術を、 

一帯一路でアジア地域に全部、提供しよう） 

  （４）中東・アフリカの 農業の発展と国民の幸福（アフリカにも提供しよう） 

（５） 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 

  （１）⇒（２）⇒・・⇒（５）と進めるのなら、参加しましょう、と提案。   

・今回は、中国からの資金補助と学者への招待状が出なかったので、セミナーへの講師派遣は断

念し、民間企業の技術・商品・ビジネスの展示として出展した。 

・今回限りでなく、永遠に中国と日本が、基礎研究から応用研究まで全部をやるための企画。 

・研究開発と人材育成を長期的に考えるのなら、参加しましょう、と提案。 

・国の間は、トップ同士（習近平主席⇔安倍首相）でやってもらい、それ以下は日本シニア起業

支援機構（J-SCORE）と日本ビジネスインテリジェンス協会（BISJ）の共同体で引き受ける。 

・J-SCORE は技術系、ビジネスは商社の集まりの日本ビジネスインテリジェンス協会の分担。 

・今後に向け、中国側も組織ができた。 
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７．未来農林事業開発研究会 

・未来農林事業開発研究会は農水省所管の研究機関（独立行政法人）の監事を担っている時にそ

の当時経産省所管である社団法人の研究会として 2008年に立ち上げた。 

・公的研究機関（国立研究所および大学）の研究としては 世界に誇れる研究成果があるが実際

の農業に必ずしも活かされていない。そこで、それらの研究成果を農業（事業）につなげる研

究会として作った。その後の行革対応で当初の社団法人が解消した時点（2015 年秋）に（一般

社団法人）日本シニア起業支援機構（J-SCORE）を設立し、その中の研究事業の一つとして、

現在まで研究活動を継続している。 

・現在の活動事例― ① 大阪大学の果物を長期の食物の保存する技術― おいしい果物は、一番

利益が出る。これを全国展開する。メロンは、1，2か月は持つ。 

② 日本の原料であるカルシュームを基本とした殺菌剤の普及（豚はじめ家畜の伝染病予防を薬 

品を使わずに菌を殺す技術）③各種健康食品の普及と地方創生の支援（大麦、桑・蚕、マテバ 

シイ、その他地域の名産） 

 

【第２部 質疑応答・議論】   

１．質問票（席上回収）に、講師が答える形式  

（１）「家族農場」について― 中国の小規模・家族農業の現状について、ご存じなら教えてほ

しい。 

→ （松井氏） ・日本と同様、大規模と中小規模では全く違う。私が町おこしに行っていると 

ころは、上海に近いから、上海に勤め、高級マンションに住んでいる人が増えてきた。農家

はやりたくない、大規模農家は収入があるが、小規模は魅力がない。 

・しかし、竹は 3人なら 3 人の規模、地域の 1 万人なら 1万人規模でやれる、農業経営を考え

てどうするかを考えてやれば、できる。日本の脳裏面積は農家平均で 2ha しかないのなら、

2ha で何を作ったら、幾らの収入があるかを考える。その地域で一番いいものを作ってもだ

めなら、そこでのその規模の農業はだめ、ということなので、あえて、農業をすることはな

い。 

・それを、自分の先祖のため、という考えでやると、子供や孫、そして近隣の農家等、皆さんを

不幸にしている。発想を変えないといけない。私は現在「山口県萩の PR 大使」をしている

が、同じ話を地元にしている。 

・観光客の宿において、「その街でしか食べられない日本料理の食材として野菜を作る」という

ことで、農家と民宿が繋がり、そのつながりが多くなると街全体が豊かになる。 

・萩には、道の駅シーマート（海産物をすべて加工して販売している― 魚の骨は乾燥してせん

べいに、イカはミクロなスライスで加工品）があり、よそができないことをやって、売り上

げは日本一になっている。 

・安全でおいしいものを、常に考えていると、チャンスが来ると一度に開花する。 
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・日本と同様に中国でも山間地域が一番困っている。 

・山間地域は「生産性が悪い」とマイナスで考えるのではなく、「何が強みか、何で頑張れるか」

のプラスで考え、「子供の理科の勉強の山歩き、観光資源にする」と多面的に考える。農業に

こだわると、一生食えない。 

（２）日本の有機農業技術→「収穫量と品質向上を両立できる技術が実証されている」を中国に

紹介すべき。 

→ （松井氏）同感。中国を毛嫌いする人が日本では多いが、中国に行ったことのない人や、中

国に出て行き失敗したのは、自分のリスクマネジメントの失敗なのに、「中国はだめだ」という。

「中国がダメなのではなく、自分の経営がダメだから失敗したと考え」を変え、人口も国土も

農業資源も 10倍ある中国と仲良くなり、お互いに協力してアジアの平和を構築し、強いては世

界平和をリードすることが大切だと思う。 

失敗は成功の基。日本の農作物は元々、中国からのものが多い。遺伝子までみれば、大半が

中国からだ。品質改良は遺伝子を直轄した方がよい。日本だけにこだわらずに、だまされない

リスクを考えて、攻めていくべき 

 

（３）地域特性を活かしたバイオマス発電と地域農業の確立こそ、地方創生の屋台骨と考える。 

→ （松井氏）半分正解だが半分反対である。バイオマスを発電に使うのは、熱を電気に変換す

る場合、38%効率であり効率的な用途ではない。ペットボトルの水よりガソリンは安い。更に

熱を電気エネルギー変えるのか。バイオマスの用途は、「高い工芸品や、紙に使う、プラスチッ

ク代替にする等」、付加価値の高いものに使うべき。難しい技術だが、難しいが故に価値がある。 

燃やして電気にするのは殆ど失敗している。地域毎にその地域で廻るサイクルの絵が描ければ

いい。産業用発電資源にバイオマスを使用すると、需要バランスが崩れると、貴重な山が裸に

なる。机上計算すれば、すぐわかることである。先ずは事業企画と計画書を正確に作成し、審

議することが重要である。 

 

（４）脱炭素経済への転換啓蒙での日本の役割について。 

→ （松井氏）これは、脱「酸」素― 独・英とも脱酸素経済では悩んでいる。地域の経済では、

電気は コストの大きなウェイトを占めている。石炭は今の技術では、多くの CO2 を出す。ご

み発電なら許せるが、貴重なバイオマス資源である「木材」は燃やすべきではない。地球温暖

化の視点では、原子力発電が優れている。しかし、原発は、事故が起きると生命に影響する。

「どちらが地球を先に滅ぼすか」をマイナスとプラスの両面で考慮することが大切である。 

→「石炭液化・炭酸ガスの固形化などの技術開発、一方、原子力発電は事故防止と廃棄物処理

の技術開発」が世界で推進されている。技術進歩に合わせて、エネルギー政策は考えるべき。 

 

（５）中国の農業は、有機にシフトしていると聞いている。大規模有機農場について、ご存知だ

ったら概要を教えてください。 
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→ （松井氏）①欧州含めて、世界的に有機農業の見直しが進んでいる。しかし、経済的に成り

立たなければ、結果的には夢で終わってしまう。産学官、特に行政と政策を考えることが望ま

しい。大学で修士・博士課程を卒業して農村で有機農業をやっている知人で、所得が足りなく

結婚できなくて悩んでいる人がいる。理想はいいが、経済を無視した産業はない。私も悩んで

いるところ。有機農業は、生産性は悪いが、安全性には優れている。対策は、中国と一緒に IoT

使って有機農業システムを作れば、世界標準になる、それをやりたい。 

 

（６）中国は農産市場として、日本をターゲットに、未来に向けてどのような農業政策ビジョン

を持っているか。 

→ （松井氏）中国の農水省から、「日本の農家の取得が多いが、どうして多いのか」、と問われ

た。また、「日本の牛の種（精子）や、おいしいイチゴ、リンゴの種を譲ってもらえないか」、

と。私は、「知的財産がきちんとしていないところには、一切出しません」、とはっきり言った。   

しかし、出さないといっても、ポケットとに入れて持ち出せる。法律があってもザルだ。 

その対策は、「研究費の乏しい日本は、中国の資金と土地と人を活用し、一緒に共同研究で新品

種創るようにすればよい」。これが攻めのリスクマネジメントである。マイナスリスクの傾注し、 

隠せば隠すほど、向こうが得をする。一緒にやるのが、攻めの農業だ。 

 

（７）今、台湾から共同技術（農業・水・エネルギー）のプログラム要請がきている。予算あ

り。松井さんの台湾についてのコミコメントを！ 

→ （松井氏）台湾には毎年現地に行って経産省及び地元の企業と情報交換を行い、協議の結果、

契約を締結したところには有償で支援をしている。台湾貿易センターと日本技術士会は提携し

ており、定期的に行事を行っている。台湾は、「TPPに入りたい」と言っているが、中国が反対

している。 

私は、「相手国が悩んでいるところを支援するのが日本の得策だ」と考えている。政府間に障

壁があっても国民の間に信頼があれば問題がない。私は、安全保障貿易管理法（外為法）に禁

止されている技術・商品は絶対に出さない。華為（ファーウェイ）の問題で、日本には中小企

業の部品メーカに影響が出るが、利益確保を第一目的にしないで、世界平和構築を目標とした

視点で判断すべき、やってはいけないことは、やってはいけない。 

海外支援の優先順位としては、貧富の格差をなくすこと（発展途上国への支援）、人間が生きる

ために最低限必要なモノ・コト（水・食・健康・環境）に関する技術を最優先に考えて活動をし

ている。 

 

（８）中国での活動の中で、具体的に農業をすべき土地の候補が挙がっていたら教えてくださ

い。 

→ （松井氏）山ほどある。日本と同様に農業に魅力がないから若者が商業・工業に行っている。

そのような地域の再生を考慮し、中国現地で、安全な野菜を作る会社、食品加工の会社、その
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製品を販売する商社も入れて検討をしている。まだ、成功の域に達していな。なお、安全・安

心で、経済的にも有利で、且つ、継続的に問題ない農作物（野菜等）なら、日本に入れる、とい

うこともある。「自由貿易が日本を発展させる。しかし、無制限ではない。日本の農家を守るこ

とがベストではない」これが、私のリスクマネジメントの基本である。 

 

（９）超節水技術に興味があるが、砂漠地帯でも使える技術であれば、中国でテストを予定され

ているか。 

→ （松井氏）既に中国でも、そういうことをやろうとしている。  

 

（10）日本の農業の将来は、どうでしょうか。⇒ 後継者、農業関係の若い方が、あまり育って

いないのでは、という現状が見えるのか。 

→ （松井氏）全く心配ない。若い人が農業に行かない原因は、魅力がないからである。公務員

や大企業の方が給料が高いから、農業を嫌っている。それ以上に魅力のある農業にすればよい。

そのためには、生産性を上げることと重労働の軽減化である。技術の深化している ICT、AI,ロ

ボットを駆使した農業改革である。農水省が最近「スマート農業」を積極的に進めている。農

水省のホームページ見てほしい― 殆どがスマート農業になっている。農水省だけでなく、地域

創生には、ロボット，IoTの予算が総務省はじめ他の省庁にも設けられている。 

 

（11）「農薬や有害物質による食品汚染」の問題を挙げておられるが、この食品汚染を解決する

ためには、例えば、①化学肥料を大量に入れなくても、オーガニックで栄養ある農作物を栽培

する技術、特に、土づくりの技術ではないか、と思う。 

②また、有害物質の除草剤を使わなくても、草抜きに労力がかからない技術ではないか。この

面での、技術開発の日本の現状は、世界ではどのレベルと思うか。 

→ （松井氏）①も②も、そのとおりです。なぜ、そうならないかを皆さんが考えないと進まな

い。即ち、真の原因解明と対策をうつこと以外には得策・回答は出ない。 

・今のレベルの規模では、生産性が悪く、魅力ある農業にならない。趣味として好みでやって

いる人は満足しているが、その世界から脱皮しないと魅力ある農業にはならない。 

・農水省も有機農業に力を入れているが、時間がかかる。農家収入は、我々消費者が購入する

価格の 10分の 1 である。途中の人が介在し、そこで費用が発生している。その物流を変えな

い限り、農家の収入は上がらず、且つ、消費者も高い農作物を買うことになる。6 次産業化で

物量コスト削減と無駄の排除が急務である。 

・みんなで考えていこう。道の駅の仕組みはその一つの良い事例である。 

・販売方法・システムの改革が必要である。日本の販売方法は「１個売りが主体であり、トマ

ト、リンゴ、その他果物」を売っている。買手は大きいものから選ぶ。その為に傷がつき 2 割

は売り物にならない。形、見栄えの日本人文化を変えないといけない。欧州、中国は、殆どの

農作物は、重量（量り売り）が主体であり、寸法・形状は重視されず、手前から販売されてお
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り傷による劣化・損傷は少ない 

・国民の意識が変われば流通費用は半分となり、その成果を農家と消費者に配分出来る。 

・トウモロコシ、大豆、菜種の除草，害虫対策に遺伝子組換えを使っている。日本国民は過剰

に遺伝子組換えを避けているが、料理の油、家畜の資料（トウモロコシ）等はその多くが遺

伝子組換えで作られている。 

・福島県産の農作物が今でも放射性物質汚染の風評被害で売れていない。農薬や宇宙からの放

射線と同じレベルであるのに、残念である。日本のリスクマネジメントの考えが、マイナス

リスクゼロ」であることが問題である。望ましいリスクマネジメントはマイナスとプラスの

両面の視点で考え、総合的な評価で対策を打つことである。 

・農薬を使わないと、東南アジアでは「バッタの大量発生で 1年の作物が全て失う」。農薬の被

害と有益性の両方（トータル）で対策を打ことが重要である。 

・植物自身が虫に食われないように、忌避物質を出す。松葉の落ちたところは、草が生えにく

い、ドクダミは虫が近寄らない、等、多くの研究報告もある。これらの知識・知恵を使うこと

での節農薬の技術開発も進んできている。 

 

（12）大規模ダムで従来河川に含まれている農作物の品質に有用なシリカ（＊）が流れない、

とのことだが、日本の水道水には、二酸化ケイ素が豊富に含まれているのでは、ないか。 

（＊）シリカ（珪素）：二酸化ケイ素のことで、地球の表層は、シリカを含む鉱物が約 60%占める。 

  一方、ダムによって、フルボ酸鉄（＊）が流れないことによる農地の劣化の問題はどうか？

また、シリカは竹資材の活用という項目にもあったが、実際に竹の効用はすばらしい、と思

う。 

（＊）フルボ酸： 植物などの微生物分解の最終生成物としてできる腐植物質が、酸によって沈殿

しない無定形高分子有機酸のことで、土壌や天然水中に広く分布している。 

⇒ これが、河川へ運ばれ、鉄イオンと結合して、フルボ酸鉄となる。 

→ （松井氏）水道水は、どの水源を使うかで異なるので一言では言えない。大規模ダムの少な

いところの水は、自然水が常時流れており、シリカ等ミネラルが豊富で、稲もおいしいお米が

できる。「大規模ダムによって、フルボ酸鉄が流れないこと」は、まさにそのとおり。水源がど

こにあるか、その管理はどうか、で農作物にも影響がある上に、海産物にも影響がある。 

 

（13）日本のシニアの意欲の低下が心配です。意欲を喚起する方策は？ 松井氏の提案に賛同し

て参加する人が少ないのでは。 

→ （松井氏）10 年活動をやっているが、寄付した人は一人もいない。米国では行政と民間の寄

付で成立っているが、日本人は寄付文化に乏しい。金持ちほど寄付しないで、ゴルフと旅行に

使う。アメリカはカソリックの文化があり、寄付する人が多くいる。日本の文化を変えるには、

先ずは自助（シニア自身が意識改革をする）である。次に、共助である。一人では難しいので

仲間で協力することが重要である。数は力です。団塊世代 700 万人います。そのうちの１％が
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J-SCOREの設立趣旨に賛同し、入会して頂けると大きな変化が期待される。是非、入会下さい。 

なお、J-SCORE 主催のリスクマネジメント研究会で、「世界平和、地方創成、高齢化社会、働

き方改革等」について研究し、その研究成果を論文に纏め、幾つかの機関紙に投稿、講演会で

は発表している。中には政府（内閣府、その他）や政治家に提言している。 

（14）国の政策予算の投入が問題だが、これを是正する方策は。 

→ （松井氏）「予算の投入が問題」との指摘だが、間違ったところが多々ある。多くの公務員は

レベルが低く無駄である」とマスコミが表現しているが間違いである。公務員の多くは、真面

目であり、法律の中で職務を果たしている。しかし、世の中の変化に対応していない点が多々

ある。今の日本行政で問題は、日本を取り巻く社会環境変化に法律が遅れていることである。 

公務員を変える前に、法律を変える役割である「国会」を変えることが先決であり、そのため

に、代議士を変えないと、ダメである。即ち、その代議士を選択する国民の意識改革が第一で

ある。  

行政権（霞が関の公務員）と立法権（国会）は違う。今の国会は野党の外乱「内閣・行政のあら

捜しに時間を費やし、憲法および法律の改正に真摯に議論をしていない。政策よりも政党争い

を重視」。J-SCORE 主催のリスクマネジメント研究会も人気が今一つである。儲けの話に関す

る講演会には人が多く集まるが、倫理や行政改革には関心が少なく、残念である。 

 

２．席上の質疑応答  

（１）ひじょうに参考になったが、納得いかないところも、いっぱいある。畜産の排出物を堆肥

にして、土づくりしている。この発酵過程で、バイオガスが出る、このガスを活用した発電

は、地域の廃棄物を資源化する、これの普及は、プラスになると思うが。 

→ （松井氏）それなら、大賛成。 

廃棄物で価値ないものを、価値ある有価に変えるのは大賛成。しかし、先に話した通り、バ

イオマスをエネルギー資源にすることを第一の目的として、日本の観光資源、地球温暖化防止

の資源である森林の木や竹を、計画性なく切ることに反対しているのである。 

  

（２）北海道の水源地を中国の人が買っている、というが、中国の水は使えない水なのか、北海

道の水源地の現状は、どういう状況なのか。 

→ （松井氏）日本の土地を海外に人に売ることには大反対である。農家はお金がなくなってきて、

森林や田畑の相続で固定資産税を払わない事例がどんどん増えてきている。その為、所有者が 

不明な土地が増加している。今後の地方創生にとって一番の悩みだ。墓に至っては、53％が放

置所帯である。その対策としては、マイナンバーを活用し、住民と土地と所得と税金の管理を

一元化することである。税金を支払えないならば、地域・国が買い戻す。その為に法律を改正

すべきである。その為には、政治家を地域住民が変えないといけない。日本の水は世界一番で

ある。水の無い国に輸出することが可能である。その水で飲料水（アルコール、ジュース）を

生産し海外へ輸出する。  
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 日本は火山が多くて、土壌が水を浄化し、その火山の麓の水はおいしくてミネラルの豊富な健

康水があることは事実である。しかし、機能水と称して、電解水、水素水、アルカリ水、ナノバ

ブル水等の健康飲料水を事業としている企業が多く散在している。そのなかでも「水道水は健

康に害する成分が含まれるので健康に悪い。よって浄化装置を買いなさい、浄化した機能水を

飲みなさい」と大げさな宣伝で高い値段で売っている会社が少なく無い。国民も費用対効果で

商品を正しく評価することが重要である。 

（３）大規模農家はできるところはやったほうがいいし、日本の単作米作地域では、既に始まっ

ている。畑で完全無農薬の野菜を作り、40軒に売っている。米国の CSA（＊）は、遺伝子組

換えや除草剤使う大規模農家に対抗して、如何に小農をサポートしていくか、消費者と分け合

う、こういう運動がものすごく広がっている。日本でもやりたくて、運動しているが、世界で

は、9割の小規模・家族農業で、8 割の食糧供給している。大規模科学的農家もいいが、ここ

をどうするか、小規模・家族農業も残していくことも、緊急の課題と思うが、これについては

どうか。 

 （＊）CSA(Community Supported Agriculture) 「地域支援型農業); 生産者と消費者が連携し、

前払いによる農産物の契約を通じて相互に支え合う仕組み」 

→ （松井氏）全く、同意見である。私の J-SCORE の中で地方創生として、各地域の特徴にあ   

った農業改革を支援している。休耕田が一番財産を無駄にしている。その休耕田を活用して健

康に良い大麦の普及活動を支援している。具体的には、「大麦を植えてくれ、それを全部買う（買

ってくれる人がいないから、農家は休耕田になっている）。抜本的な対策（何故、休耕田が増え

るのか）をやらないといけない」というのが私の考えである。この度、岩手県岩手町で、大麦

を植えた。西は広島、大分で検討を開始している。農業資材（施設材料、土壌改良剤、その他資

材）を「この資材、土壌がいいですよ」と言っても、農家は使ってみないとその効果がわから

ないから使わない。大麦は植物繊維がひじょうに多い健康食で、農研機構が、「もち麦」という

のを作った。麦だけでおいしく食べられる。お米よりも高いが「健康な食品」で売れば良い。

先ずは、農家から麦を買取り、それを精米・製粉し、用途ごとに製造（ヌードル、菓子）し、ブ

ランド化して特徴のあるルートで販売する。通販で安く売るからダメなのだ。総合的な価値を

明確にし、機能の高い品は健康志向の高い人が集まる、銀座の出店、有機野菜販売店などで売

ればよい、これが商売である。 

 

（４）こういう大事な問題、真理に向かうときに、いろんなところの会で、いい話を聞いても、

それを明日の行動にどうつなげるのか、そこに尽きる、と私は思っている。一番聞いてほしい

人たちは、その場所にいない。大手広告代理店は教育をビジネスにしてしまった。学び舎であ

るべき学校が、学び舎でなくなってしまった。教育の建物はどんどん立てる。こういうのを如

何に変えるか。政治家は違うやり方で違う方向に進んでいく。一人一人が日々の生活の中で、

具体的に何をやるべきかを、教えてもらうこと、そして、それを伝えていく人たち、口伝とい
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う形で、行動を起こすために、一つでも参考になることを、伝えていかないと、いけないな

あ、と思っている。 

→ （松井氏）素晴らしいご意見で私も全く同じ考えである。私は講演会やセミナーで「倫理」 

説いている。某東京都知事は行政面では評価できる知事だった。しかし、あの人の常識が、一

般国民の常識から乖離して「公私混同でかなりの税金を使った」ことは評価できない。しか

し、 「東京は大きな予算を持っているので、他の県知事とは違い、何が問題か」と彼自身は

全く悪いとは思っていない。吉田松陰の倫理を説いて人間塾をやっているが、殆どが聴いて終

わり。聞きに来る人は、まだいいが、聴きに来ない人をどうするか。先に話した通り、私は長

年リスクマネジメント研究会を開催しその成果として、機関紙に論文を投稿、講演会で講演し

ている。リスクマネジメントはどうするのかの結論は「次の 3つの努力がセットで必要であ

る」こと。  

① 自助努力； 個人一人一人の意識改革 

一人一人が得た知識を智恵に変え、直ぐに行動する。個人は直ぐに変われるが、企業や国

を変えるのは何百年もかかる。  

② 共助：企業・組織で協力して務める 

個人の努力には限界がある。趣旨や目的を共有した仲間が協力して目標達成に努める。 

即ち、企業、団体の一員として活動することで、個人以上の成果を生む。 

私は幾つかの団体に所属して活動をしている。主な団体は、日本シニア起業支援機構（J-

SCORE）、日本技術士会、日本ビジネスインテリジェンス協会等である。  

③ 公助； 行政の努力 

自助、共助が合理的かつ効率的に活動が出来るよう行政としての責任を果たす。即ち、時

代を先取りした法律の制定・改訂、規制緩和、助成金・補助金制度である。 

この３つの努力をセットで行う事が重要である。 

先ずは、自助が必要である。これは個人一人一人の意識改革であるから、自らが変われば直

ちに変わることが可能である。次に共助である。共助は同じ志を持った人が集まれば大きな成

果を生むことが可能であるが、同志を集めることが難しい。自分だけが得をする儲け話には人

は集まってくるが、倫理やボランティア活動には人は関心が薄い。時間が掛かるが、成果が見

えてくると人は集まる。最後に公助である。しかし、民主国家である日本は行政改革には時間

が掛かかかる。中国やロシアのように共産党一つの国は直ぐに国を変えることが可能である。 

私は日本の文化・伝統が好きであり、今後もその良さを活かし、世界平和に貢献したい。 

その為には、先ずは自らがシニアの模範となり日々活動をし、次に J-SCORE の仲間と目標

を共有し、協力して活動を進め、最後に選挙や人脈を通じて行政改革に積極的に参加したいと

考えている。本日、聴講して頂いた皆さんのご支援・ご協力を期待する。  

                                       

  以上 

 


