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輸出国から見れば良いお客様

以前は食料を輸入する日本は

さくなり︑遠ければ大きくな

れば︑フードマイレージは小

食料の生産地と消費地が近け

レージは総量︵ 9002億 800
万︶でも国民一人当たり

万︑
6900

この安い食品価格は︑中国

などからの輸入食材を前提と

め︑スーパーや外食産業は安

︵ 7093
︶でも世界で一番です︒ した﹁架空の価格﹂である︒
ちなみに第２位は韓国で︑そ
消費者が安さを求め続けたた
れぞれ︑ 3171億

い輸入食材に頼った︒その結

果︑
﹁架空の価格﹂が消費者の

意識にすり込まれ︑国内で生

産された食材や︑外国産でも

﹁身元﹂を保証でき︑信頼に

足る食材を使った﹁本当の価

格﹂が不当に高く見えるよう

になってしまった︒

山本氏は現在の２倍の食品

価格にしなければ︑農業従事

者やメーカー︑流通業者は利

益を確保できないのではない

かと意見を述べています︒さ

けないからです︒農産物流通

でしょう︒農業では食べてい

てもよい食品を買うことは未

物など存在しない︒
・・・高く

で安全でおいしくて安い食べ

らに消費者に対しても︑﹁新鮮

コンサルタントの山本謙治氏

来 へ の 投 資 と 考 え る

す︒

を以下のように糾弾していま

し︑現代の安い食料品の価格

で︑
﹁食の適正価格とは﹂と題

は朝日新聞紙上︵

月８日︶

70

農業再生を祈っ
て

でした︒ところが︑中国やイ

ります︒二酸化炭素の排出量

︵単位はトン キ
×ロメー
6637
影響もあり︑全般的に食料が
トル︶です︒
不足するようになったのです︒
経済不況とはいえ︑世界第
食料自給率が低すぎるのに︑
２位の経済大国である日本は︑
日本はこれまでどおり食料を
世界中で食料の争奪戦がすで
輸入し続けるのかと各国は日
に始まっていることを他人事
本に非難の目を向け始めまし
のようにとらえているのでは
た︒さらに地球の温暖化︑二
ないでしょうか︒食料自給率
酸化炭素の排出量の問題も差
を上げることが急務です︒と
し迫った問題です︒日本は海
ころが現状はどうでしょう
外からの食料の輸入に頼って
か？農業就業人口の ％以
いるために︑フードマイレー
上が 歳以上の高齢者で︑ど
ジが突出しています︒フード
こも後継者不足で悩んでいま
マイレージとは︑
﹁食料 (food)
す︒農業の担い手がいないの
の輸送距離 (mileage)
﹂という
です︒何故︑後継者不足なの
意味で︑重量︵トン︶ 距
×離
︵キロメートル︶で表します︒

ンドなど人口が多い国の生活

も必然的に増えるわけです︒
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あけましておめでとうござ
います︒年頭にあたり︑会員

億人が

の皆様のご健勝を心からお祈
り申し上げます︒
現在︑世界では約
飢餓で苦しんでいます︒とこ
％しかないのに︑農地

ろが︑日本の食料自給率はわ
ずか
の放棄が増えています︒日本
ライフ︵株︶が在る狛江市周
辺でも︑諸般の事情で農地を
手放す方が増えてきました︒
日本の食料自給率は主要先進
国の中では極端に低く︑日本
の次に自給率の低いイギリス
％もあるのです︒

水準が上がり︑多量の食料を

でさえ︑

消費するようになりました︒

1
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農林水産省の 2001
年の試算
によると︑日本のフードマイ

74

またバイオエタノール生産の
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を願ってやみません︒

料にはどのくらいのエネルギ

化炭素削減にもつながるので

客に影響がでてしまうのです︒ 生ごみの出る量は減り︑二酸
資材や流通コストが急騰し︑
す︒

それを数字としたものがフ

べきだと﹂提言しています︒
価格転換をせざるを得ない状
農家の高齢化が急速に進ん

ードマイレージで︑前頁にも

ーがかかっているのか実感し

朝日新聞で﹁食品値上げしば
況なのに︑それさえも躊躇さ
でいます︒このままの状態が

書きましたが︑食料の輸入量

今年もよろしくお願いしま

し様子見﹂と題された記事が
れています︒経済不況のまっ
続けば︑農家は耕作面積を減

と輸送距離を掛けて算出し︑

日の同じ

掲載されました︒この記事に
ただ中︑消費者の節約志向は

らすか︑廃業するしかありま

食料の環境負荷の大きさを示

ところが︑ 月

よると森永製菓は６月に﹁森
増すばかりです︒消費者は少

せん︒いったん︑放棄されれ

地産地消を考える

農林水産政策研究所の

しているとされています︒

費地は食料に関して贅を尽く

きければ大きいほど︑その消

す指標です︒食料の数値が大

がたいものがあります︒

％程度値
しでも安い店に向かいます︒

ば︑元の農地に戻すのは大変
です︒日本で農産物が不足し

す︒

上げしたところ︑７〜９月の
インターネットを使えばスー
パーの価格の比較など︑簡単

たからと言って︑今後はもう

永ビスケット﹂を
売り上げが前年の４分の３に
激減しました︒大手スーパー
にできます︒スーパーは他店

外国に頼ることもできません︒

からは﹁値上げするなら置か
にお客を取られないように︑

フードマイレージ

ない﹂と言われ︑一時的に商

山本氏の言うように﹁高くて

英国やドイツの約５倍︑フラ

価格を上げられないジレンマ

﹁地産地消﹂をたびたび取り

ンスの約９倍と他の国を大き

品がはずされてしまったので

上げてきました︒

環境に配慮する意味と日本

生産地と消費地が遠くなる

もよい食品を買うことは未来
向上を目指さなければなりま

と輸送にかかわるエネルギー

に陥っています︒それでは︑

せん︒食料がなければ人間は

がより多く必要になり︑地球

す︒また︑安全で安心できる
費されているのでしょうか︒

生きていけないのです︒再三

環境に大きな負荷をかけるこ

2001年 の 指 標 に よ れ ば 日 本
はアメリカや韓国の約３倍︑

フードサービスは︑３月に商

消費者は購入した食料品の２

述べていますが︑食料の争奪

費地が異なる国で発展途上国

の食糧自給率の向上のため︑

品の３割を６％ほど値上げし

／３しか使っていないのが実

戦が世界で始まっています︒

と先進国という組み合わせだ

への投資﹂と考え︑自給率の

８％近く減ってしまいました︒ 情です︒１／３は生ごみとし

ただけで︑来店客が前年より

て廃棄され︑その多くは焼却

近い将来︑お金を出しても食

った場合には特に顕著ですが︑

購入した食料品はきちんと消

わずか６日前の新聞で山本氏

料が買えなくなる時代が来る
ずか５年前の平成 年︵
2003
年︶の冷夏を思い出して見ま
かもしれません︒目先の安い

処分されています︒今からわ

価格に目を奪われるのではな

経済的圧迫を受けるといった

食材を使うことで有名なモス

が食品の適正価格は現在の２

く︑私たち一人一人が世界情

問題も指摘されています︒で

現実は

％価格をあげたこ

とにより︑一部上場会社の品

生産地が消費地からの大きな

すが︑正直︑現在の日本の食

く引き離しています︒

ど存在しない︒
﹂と提言しても︑ しょう︒野菜の価格は軒並み

倍だと主張しても︑﹁新鮮で安

時
円の値をつけました︒ 勢を踏まえ︑農業問題に取り
1,000
そのときの経験から︑価格が
組まなければ日本の未来はあ

２倍以上になり︑レタスは一

りません︒今年こそ真の意味

とになりますし︑生産地と消

でさえスーパーの棚から撤去

上がれば︑消費者は大切に食

全でおいしくて安い食べ物な

され︑ハンバーガーをわずか

での農業復活の年になること

料品を使います︒そうすれば︑
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６％値上げしたために︑来店

日本
韓国
アメリカ
イギリス
ドイツ
フランス

国民一人
当たり
9002億800万
7093
3171億6900万
6637
2958億2100万
1051
1879億8600万
3195
1717億5100万
2090
1044億700万
1738
※単位：トン×キロメートル

総量

国名

20

特集 産地を訪ねて

鈴木静夫さんにお聞きしました︒

るという考えに基づいている

働いています︒圃場も新工場

参ジュースを飲み︑皆で味を

員で作ったばかりの青汁と人

います︒つくばの土に適応し

く︑原種の種取りから初めて

のケールの種を使うのではな

は言うまでもなく︑種も市販

い︑管理を徹底していること

培から販売にまで自社が行な

も徹底的にこだわります︒栽

か︒鈴木社長は土作り以外に

製品とどこが違うのでしょう

業ですが︑

時にはパートさんと一緒の作

ど大変か想像もつきません︒

かがめての駆除作業がどれほ

は取られますが︑夏場の腰を

す︒もちろん食事や休憩時間

れるまで毎日駆除を行ないま

場は朝６時︑７時から日が暮

なっています︒発生が多い夏

チョウの卵や幼虫の駆除を行

日間かけて︑ひ

た種を受け継いでいくためで

青汁と違うところです︒実際︑

せん︒このこだわりが他社の

とも︑こわれることもありま

するので︑栄養分を損なうこ

絞り機で青汁にし︑急速冷凍

るので︑収穫後すぐに自家製

す︒圃場が工場の目の前にあ

害されると︑害虫を寄せ付け

ケールはモンシロチョウに食

雨の日も作業は続けられます︒

ため︑６月の梅雨時期でなど

や幼虫がついています︒その

と︑もうモンシロチョウの卵

一回りし︑最初の圃場に戻る

たすら駆除しながら︑圃場を

年連続食品

しているのもうな

るために︑手作業でモンシロ

んはモンシロチョウを駆除す

す︒生産責任者の鈴木英樹さ

もそれは大変な努力が伴いま

無農薬栽培と一口で言って

ずけます︒

ベスト

グハウス︶で︑

で有名な﹃通販生活﹄
︵カタロ

います︒審査がきびしいこと

と︑こくも︑味も驚くほど違

他社の青汁と飲み比べてみる

10

︵茨城県つくば市 株式会社ベルファーム代表取締役︶
日本ライフ株式会社
常務取締役 門馬義幸

説明を聞きました︒工場の目
の前にあるケール︵キャベツ

月２日︵日︶に農

業生産法人・株式会社ベルフ
の原種︶が栽培されている圃

りは徹底しています︒安全・

年

ァームの新工場落成式にお伺
場も見せてもらいました︒そ

安心を第一と考え自社農場に

平成

いいたしました︒当社を含め︑
の後︑
﹁レイクサイドつくば﹂

おいて︑アーゼロン・Ｃ主体

社が参加いたし
に会場を移し︑鈴木社長が﹁つ

関連企業
ました︒鈴木静夫社長の新た

の微生物農法で無農薬・無化

くばに移り住んで

年にな

な門出を祝うかのように天気

歴史とこれからの計画を話

からです︒ケールと人参の栽

学肥料栽培で生産しているの

された後︑奥様と社員の紹介

培から加工︑製造︑販売にい

ります︒自分はケールに生か

をされ︑歓談に移りました︒

たるまで︑自社で一括管理し

も秋晴れの快晴でした︒鈴木

ベルファームでは現在︑パ

ているのです︒毎日︑社員全

です︒土作りは微生物を育て

新 工 場

3

工場前にあるケールの圃場

11
40

社長の案内で新工場を見学し︑ されてきました︒
﹂と今までの

ートさんを含め︑ 人の方が
の前に広がっています︒耕作

確認し︑意見を交換し︑製品

町歩︵

社ありますが︑他社の

青汁の生産をしている会社

の向上を目指しています︒

ヘク タ ー

面 積も

ル︶になりました︒
鈴木社長のケール青汁・に

は約

10

18
30

10

んじんジュースへのこだわ

40
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10
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工場を案内する鈴木社長

ここに農業の楽しさを見い出

故に努力が報われるのです︒

次第です︒作物は正直です︒

れました︒﹁農業は本人の努力

び込み︑新工場落成まで来ら

い﹂の一念で農業の世界に飛

な か っ た のに ︑﹁ や って み た

です︒農業の経験がまったく

ながることを願ってやみませ

の情熱が日本の農業再生につ

らうためです︒鈴木社長のこ

とで︑農業の現実を知っても

ら︑実際に農業を体験するこ

ドつくば﹂にて宿泊をしなが

います︒お隣の﹁レイクサイ

に来年から体験農場も考えて

いこうと考えています︒さら

ジ

般的な炊き方をご紹介いたします。

すべきだと心得ています︒
﹂と

き方も違いが出てきます。ここでは一

ん︒︵ベルファーム ホームペ

ますが、厳密に言えば、米の種類で炊

鈴木社長は話されます︒新工

を検索するとかなりの数がヒットし

︶
http://www.bellfarm.co.jp

インターネットで「お米の炊き方」

ー

町歩もあります︒こ

美味しい白米の炊き方

場の周りには後継者のいない

農地が

のままでは放棄地になってし

まいます︒若い方を育てなが

ら︑将来はこの農地を守って

ベルファーム社員の紹介

なくするために苦くなります︒

ケールの味は季節によって微

妙に変わります︒夏は苦くな

る季節ですが︑食害によって︑

苦くなりすぎないようにモン

シロチョウの駆除は必要です︒

手を抜くことは許されません︒

農薬を使えば︑作業も楽にな

ります︒しかし︑鈴木社長は

消費者と作業をする人たちの

健康を考え︑農薬は一切使い

ません︒そのことがひいては

農地を肥沃にし︑栄養価の高

いケールとニンジンの生産に

つながるのです︒

鈴木社長の情熱の素晴らし

さは夢を夢で終わらせるので

はなく︑実現してしまうこと

50

スピーチをする鈴木社長

1.

お米を正確に計る

2.

水で洗う たっぷりの水で軽く混ぜ、すぐ水を捨てます。この時は研がずに、さっと洗いながします。お米は匂いを吸収す
る性質があるので、10 秒以内で捨てれば、ぬかの匂いがつきません。この際、ミネラルウォーターを使うのがコツです。

3.

手早く研ぐ リズミカルに米と米とを摺り合わせるように砥ぎ、水を入れ、研ぎ汁を捨てます。これを２〜３回繰り返しま
す。２〜３分以内を目安に砥ぎ終えます。最後に水を入れ、そそぎます。もたもたしていると、お米が余分な水分を吸収し、
食味を落としてしまいます。砥ぎすぎないように注意しましょう（水切りのためにざるを使う場合、お米がひび割れてしま
うこともありますので、長時間置かないように注意しましょう）
。

4.

水を計っていれる 炊飯器の標準水量は米１に対し、水 1.2 が主流ですが、お好みによって、増減しましょう。ミネラルウ
ォーターを使うほうがおいしく炊けます。

5.

浸しておく 意見が分かれます。代表的なものを下記に示します。新米は浸さす、すぐに炊く。古い米の場合は 40〜60 分間
水に浸す。夏は 30 分〜１時間、冬は１時間〜２時間浸す。長年の研究の結果、2 時間浸すのが、一番おいしく炊ける。とは
言っても、お米の品種や季節、新米、古米で浸す時間は変わりますから、試行錯誤を繰り返し、最適な時間を体得するのが
一番かもしれません。

6.

蒸らす 炊き上がっても、すぐに炊飯器の蓋を開けずに、10〜15 分くらい蒸らします。蒸らすことで、ご飯の粒がふっくら
します。

7.

混ぜる しゃもじでご飯を底の方から持ち上げる感じでかき混ぜます。長時間の保温はお米に臭いがついたり、色が変わる
ので注意しましょう。冷めたお米は電子レンジで暖めるとおいしく食べることができます。

4

近況報告
岡 県袋井 市でア ーゼ ロ

したため需要に生産が追いつ

牛乳余りの対策で乳牛を処分

う﹂と題して︑消費減による

不足と米の余剰について思

た最高級の微生物資材で多く

アーゼロンで発酵させて作っ

を添加し︑清浄有効微生物群

きは動物系有機物にミネラル

効果等について説明し︑農薬

さらに﹁アーゼロン﹂の活用︑

﹁アーゼロン﹂と名づけた︒
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