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1,000億円の
アウトプットも夢ではない
土佐FBC人材創出の目的と概要

弱みをチャンスに変え、強みを魅力に変える

　この「土佐フードビジネスクリエーター人材創出プ

ログラム」事業は、文部科学省の科学技術振興調整費

という支援をいただきながら、地域の再生を大学が中

心となり図っていくというものです。５年間のプログ

ラムで、中核人材を約 80 人育成するという定量的目標

を立てています。年間 5,000 万円、うまくいけば５年間、

２億５千万円相当の事業です。

　高知県の状況を数字で見てみると、高齢化率は全国

で３位、県民の総生産額は 46 位。１人当たりの県民所

得は下から２番目。有効求人倍率は全国 44 位程度。製

造品の出荷額は全国 46 位。こうした現状を直視し、地

域の大学としてどう貢献できるか、この３、４年、高

知大学国際・地域連携センターでは地域の皆様方と連

携をして議論をしてきました。この高知県の経済的な

状態をどう改善し、そして光輝く地域に変えていける

か、今ある人的資源、知的資源をどう駆使できるかと

いうことで思案をしてきました。

　高知県の農業の産出額と、食品関係のアウトプット

の合計である食料品製造出荷額を詳しく解析してみた

のが次の表です。農業の産出額をＡ、食品の産出額を

Ｂとし、平成 15 年と 17 年の数値を書いてます。

■・受田　浩之（高知大学副学長、国際・地域連携センター長）　

土佐フードビジネスクリエーター人材創出シンポジウム・平成 20 年 9 月 16 日（火）　
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　平成 15 年の高知県の農業産出額は約 1,000 億円で、

全国 32 位。食料品の出荷額は 622 億円で、47 位でした。

ちなみに、農業の算出額に対して食品の出荷額が少な

い県は、大分、熊本、宮崎、秋田です。

　ここで特に注目したいのが、ＡとＢの比率です。Ｂ

の値をＡで割る、つまり分子に食品の出荷額、分母に

農業の出荷額を置いてみると 0.6 ぐらいになり、全国 46

位です。一方、全国平均は 2.5 程度です。この数値が物

語っているのは、農業産出額が一定レベルあるにもか

かわらず、それを加工して製造品を出荷する食料品製

造業が著しく低いということです。農業産出額が 17 年

も約 1,000 億あるわけですから、全国平均までいけば、

食品産業はその 2.5 倍の 2,500 億円ぐらいあってもいい

わけです。

　ここに大きなチャンスがあるのではないか。つまり、

素材としてはあるんだ、という強みを今の状況を打開

する一つのの
・ ・ ・ ・

びしろに変えられないかと考えるわけで

す。

　加えて、高知県には恵まれた気候があります。水が

あります。また、日照時間が極めて長いという魅力が

あります。植物は歩けないので、日光という環境スト

レスから自分の身を守るために生体防御物質、代表的

なものとしてビタミンとかポリフェノールなど、抗酸

化物質を作り出します。いま、そういったものが健康

増進にとって極めて魅力的であるということが科学的

に理解をされている状況から、高知県産の農産物は様々

な健康増進作用を有する物質をたくさん内側に持って

いる、という作業仮説が成立するわけです。

　これらを加工食品化していくわけなので、健康増進

効果を訴求することが可能だと思います。こういう特

徴を生かしてブランド化し、食文化を高知県全体で発

信していく。この活力を 1.5 次産業化、いわゆる食品加

工の方向へと促進していきたいと考えています。

　生鮮から加工品にシフトしていくことでいいことが

いくつかあります。まず、生鮮品に比べて時期を選ば

ないので安定供給できます。当然、価格も安定し、需

給のバランスが安定します。さらに、水分を除去して

乾燥品にするとか、可食部以外の部分を廃棄すること

で輸送コストを節約することもできるでしょう。

　もう１つのポイントが付加価値です。例えば鹿児島

の芋焼酎。最近のデータで見ると、1,600 億円の産業に

なっています。高知県の一次産業が、農業 1,000 億円、

●平成 15 年
A=1019 億（32位）
B=622 億（47位）
B/A＝ 0.610（46位）　
　43位　大分県（0.942）
　44位　熊本県（0.846）
　45位　宮崎県（0.737）
　47位　秋田県（0.455）

●平成 17 年
A=991 億（32位）
B=651 億（46位）
B/A＝ 0.656（46位）
　43位　青森県（0.989）
　44位　熊本県（0.907）
　45位　宮崎県（0.712）
　47位　秋田県（0.528）

特　　集

農業産出額（A）と食料品製造業出荷額等（B）
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林業 100 億円、水産 400 億円ですから、一次産業全体

と同額の規模であると言えるわけです。

　薩摩焼酎は鹿児島産の「黄金千貫」という芋を使っ

ているのが薩摩焼酎の一つの定義になっています。さ

て、焼酎は一体どれぐらいの原料で作られているのか、

全部が薩摩焼酎ではないので正確な把握が難しいんで

すが、製造業者の方にお聞きすると、1 升瓶あたり２

キロぐらいだということです。「黄金小貫」は１キロ約

100 円だとしますと、素材の価格は約 200 円ということ

になります。これが焼酎になったときには１本、約 2,000

円ぐらいになります。プレミアが付いている焼酎など

は 1 本 6,000 円ぐらいするのもあります。つまり、さつ

まいもが焼酎になると、価格が 10 倍ぐらい上がるとい

うことになるわけです。こういう付加価値は十分に活

用するべきであると考えるわけです。

加工品にシフトを図るプレイヤーを創出する

　私どもは学の立場から、平成 17 年以前より、高知県

は食品産業を振興していく必要がある、これによって

地域は活性化する、ただ弱いのは産官学がスクラムを

組めていないこと、今後は組織的な取り組みが絶対に

必要である、と訴えてきました。

　平成 17、18 年に取り組んだ経済産業省四国経済産業

局の支援による電源地域振興指導事業では、南国市、

当時の土佐山田町、香北町と「健康まちづくり産業活

性化ビジョン策定調査委員会」（委員長：高知女子大・

青山学長）という産学官民のネットワークをつくり、

高知県の持っている様々な農産物・水産物の良さを科

学的に調査し、それが加工食品化できる可能性をデー

タで示しました。平成 19 年度には、この動きが農林水

産省の支援で、南国市、香美市、香南市と高知県食料

産業クラスター協議会の設立へとつながりました。こ

の協議会では様々な勉強会をつくりましたが、その１

つが 20 年度、経済産業省の支援で取り組んでいる、生

姜を使った食品の開発ということにつながっています。

こういった動きを、自治体と一緒にそれぞれの地域再

生計画へと発展させようとしているのです。

　このように地域の皆様方と様々な議論や検討をして

きましたが、同時に、食品産業を活性化し、地域を振

興していくための中核の人材、プレイヤーをもっと育

てていかないといけない、という思いを強くしてきま

した。

　加工食品へのシフトを図るには、それを担っていく

食品産業のプロが求められます。さらに、素材として

付加価値の高い農水産物を生産する一次産業のプロと

同時に、流通や販売を市場のニーズに照らして適切に

コントロールできる高度な人材も必要とされます。今

回、高知大学が実施するフードビジネスクリエーター

人材創出事業では、まさに生産・加工・流通・販売をチー

ムでつなげる有能な中核人材の育成を目指しています。

　人材養成こそ大学が活躍できる場面であるし、高知

大学としては組織を挙げてやっていく体制をとってい

ます。食品ということもあり農学部が中心になり、地

域の要望、地域の振興を常に考えている国際・地域連

携センターが核になります。付加価値の創出のために、

健康増進作用という部分を担うべく医学部の先生方も

講師として入っています。総括責任者は学長ですが、

その下に企画運営委員会をつくり、４名の教員と１名

の専任の事務スタッフを雇用しました。

　さらに、学内外から様々な教育スタッフを招いて、食

品製造加工からマネジメント、品質管理、食品機能と



13

いった座学を 160 時間のメニューとしてプログラム化

しました。技術のイロハの習得をめざす実験技術、ま

た現場実践学として、様々な食品製造のラインを自ら

組んでいったり、維持管理ができるための実習をプロ

グラム化しています。各企業が開発や課題として抱え

ている問題を OJT で養成コースに持ち込んでいただき、

大学のスタッフ、工業技術センターの研究員、特任の

教員が一緒になって解決を図っていくメニューもあり

ます。

　受講対象者としては、南国市、香美市、香南市に住

む方々が対象になりますが、その自治体に拠点をおい

ている JA、食品加工業、自治体の方、また本学で勉強

する学生の中で地域に就職を希望する方などを想定し

ています。その他、県内外から様々な受講希望の声を

いただいていますので、今後は高知県全体に門戸を開

いていこうと考えているところです。

　実際のカリキュラムですが、A、B、C の３つのコー

スをモデルとして作っています。A は食品産業の経営

から開発までを担える中核人材、B は技術力を有する食

品産業従事者、そして C が経営的な視点を有する農業

従事者です。C の場合は座学を 160 時間履修してもらい、

資格を認定したいと思っています。B に関しては、それ

特　　集 13
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１．食品製造・加工……①食品プロセス工学　②食品加工学　③食品化学　④発酵工学

２．マ・ネ・ジ・メ・ン・ト……①知的財産管理学　②マーケティング論　③経営・起業論　④人材管理

３．品　質　管　理……①食品分析学　②食品衛生学　③ＨＡＣＣＰ　④危機管理学

４．食　品　機　能……①食品学　②保健機能食　③食品機能学　④生理・薬理学

５．実　験　技　術……製品の分析や商品開発が可能な実験技術の習得

６．現・場・実・践・学……①衛生管理の基礎　②既設設備を利用した新製品開発　③品質管理

　　　　　　　　　　　　④微生物検査　⑤設備機器の保守点検　⑥生産ラインの設計

７．課題研究………………地域企業の課題を特任教員を中心にＯＪＴで課題解決の指導

　※「履修証明プログラム」（ジョブ・カード）への対応視野

● 食品製造・加工

食品プロセス工学
下田・満哉・・九州大学大学院
河野・俊夫・・高知大学

食品加工学
沢村・正義・・高知大学
佐藤・之紀・・高知女子大学
和田・浩二・・琉球大学

食品化学
受田・浩之・・高知大学

発酵化学
永田・信治・・高知大学

マネジメント知的財産管理学
伊藤・浩彰・・アスフィー
竹岡・明美・・国際特許事務所

マーケティング論
門田・直明・・コーライフ・クリエイツ（株）
金田・龍治・・（株）サークルKサンクス
横田・光正・・三菱商事（株）
中島・和代・・高知大学

経営・起業論
中島・和代・・高知大学
石筒　・覚・・高知大学

人材管理
小松・弘明・・ソフトブレーンサービス（株）
中島・和代・・高知大学

● 品質管理

食品分析学
島村・智子・・高知大学

食品衛生学
一色・賢司・・北海道大学大学院
宮本・敬久・・九州大学大学院

HACCP
伊藤・慶明・・高知大学
藤井・建夫・・山脇学園短期大学

危機管理学
伊藤・慶明・・高知大学
土橋・信昭・・高知県農業振興部
北村・有里・・高知県工業技術センター
峪口・教和・・高知農政事務所
小溝・智子・・高知県危機管理部

● 食品機能

食品学・・
沢村・正義・・高知大学
伊藤・慶明・・高知大学
中西・正昭・・高知大学

食品機能学
永田・純一・・国立健康・栄養研究所
松井・利郎・・九州大学大学院
渡邊・浩幸・・高知女子大学
受田・浩之・・高知大学
針谷・・・・毅・・（株）資生堂

生理・薬理学
杉浦・哲朗・・高知大学
公文・義雄・・高知大学
竹内・啓晃・・高知大学
今村・・・・潤・・高知大学
上岡・樹生・・高知大学

● 実験技術

沢村・正義・・高知大学
伊藤・慶明・・高知大学
八木・年晴・・高知大学
受田・浩之・・高知大学
中西・正昭・・高知大学

吉金　・優・・高知大学

● 現場実践学

上東・治彦・・高知県工業技術センター
杉本・篤史・・高知県工業技術センター
森山・洋憲・・高知県工業技術センター
中西・正昭・・高知大学
吉金・優・・高知大学

● 課題研究

沢村・正義・・高知大学
伊藤・慶明・・高知大学
八木・年晴・・高知大学
中西・正昭・・高知大学
上東・治彦・・高知県工業技術センター
杉本・篤史・・高知県工業技術センター
森山・洋憲・・高知県工業技術センター

土佐 FBC カリキュラム一覧

土佐ＦＢＣ養成プログラム

〈カテゴリ〉 〈カリキュラム内容〉

に加えて実験技術もしくは現場実践学を履修していた

だく。さらに A のコースは、これに加え課題研究をやっ

てもらうことを考えています。

　こういうことで最終的には、５年で約 80 人の中核人

材を育成し、その人材を通じて地域食品産業を活性化

して、雇用の創出、所得の増加、若者定住という流れが、

正のスパイラルとして動いていくことを切望するもの

です。
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門田■本日は食品・産業に関わる育成ということで、
それぞれ各分野の専門家の人達とお話を進めていきた
いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
　まずは高知の食品業界の現状と課題といたしまして、
それぞれのお立場からの意見をいただきたいと思いま
す。
西内■産業の中で食品産業はどのくらいの位置にある
のかを簡単にご紹介させていただきますと、出荷額・
企業状況、雇用人数、この三つともトップであるとい
えるわけです。出荷額は電子・部品がトップなんですが、
高知県で大手二社がいますので、純粋に県内企業とし
たら圧倒的に出荷額についても、高知県は食品関係の
企業さんがトップにいるのではないかと思います。た
だ雇用状態は、食品関係はパートの割合が特に多いと
いうことになっています。ちなみに、平成 18 年度の統
計でみると、約 37％の人がパート・アルバイトという
ことです。機械関係はこれに関してはわずか８％です。
　最近、法人化された農家さんがこういうことをした
いと加工について訪ねてきます。特にご夫婦で来られ
ることが特徴ではないかと思います。最近、ＪＡさん

「食料産業の振興と人材育成」

とか農漁村の生産グループの今の販売額は約 40 億円と
なっています。このうち、ゆずの加工品が約 90 パーセ
ントを占めていて、35 億円です。35 億のうち、ＪＡの
馬路が約 33 億です。そうすると、いかにＪＡ馬路が頑
張っているかがわかると思います。
　そういうふうに、法人化された農家は、これからの芽
生えのあるところではないかと思います。生産と加工
を一企業でワンストップでやっている、海外ではそう
いう形態が多いんです。日本でも、最近ちりめん加工
とか、自分のところで船をかまえてとってきて、そこ
で加工をしているという非常に効率の良いことをやっ
ています。特に宮崎とか隣の愛媛あたりでやっていま
す。そういう企業化・加工化・産業化という形にもっ
ていけたらと。そういう意味で我々は、少しでもその
支援をしていきたいと考えております。
　非常に難しいことですが、食品関係企業は 20 人以下
の小規模の企業形態が非常に多いということです。中
には本当に数人の会社も多い。我々もそういう小規模
のところにいろいろ支援に行っているわけですが、もっ
ともっと小さなところがでてくると思っています。

特　　集

パネルディスカッション

【パネリスト】
果樹農家・経営者／野村高志・氏　　　　　　　　　　　　
ひまわり乳業・代表取締役社長／吉澤文治郎・氏
高知県工業技術センター・所長／西内豊・氏
高知大学・副学長／受田浩之・

【コーディネーター】
コーライフ・クリエイツ㈱・代表取締役　門田直明・氏
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　そういうふうに企業形態が非常に小さいということ
は、商品開発だとか、食品加工についての技術力だと
かを身につけようとしても時間がなかったりするわけ
です。ですから我々も出向いてご支援をしているわけ
ですが、是非そういうところを、この新しいプログラ
ムでやっていただけたらと思います。
　課題としては、農産水産とかで原料の確保の問題、次
に販売の問題、これがいろいろなところで出てくるわ
けです。県のほうで産業振興計画を作成中ですが、こ
の２点が非常に大きな問題になってくるのではないか
と思っています。そのほかには、食の安全確保。いろい
ろな加工をする上で、工程の安全、衛生の管理、それか
ら品質の管理、そういう問題が指摘されているように、
外から見ていると問題も起こっています。そういう安
心・安全面に関しては、県のほうで高知版の HACCP（ハ
セップ）、高知県食品安全認証制度が作られまして、現
在５社、認証を取得しています。
門田■ありがとうございます。続いては農業の立場か
ら現状と課題を、野村様のほうからお願いいたします。
野村■高知県人というのは非常に排他的です。大同小
異はありません。小異を非常に議論する人種だと思い
ます。気質がそうです。それが高知県人だと思います。
だから現在の農業の中で一番大切なのは、農業組織だ
と思います。そういう農業組織の発想、考え方、アク
ションの仕方を変えることが一番の課題だと思ってい
ます。で、例えば、青森県と比較しますと、自給率で
見ると高知県は 22 番目、青森県は４番目です。ところ
が生産額ベースでいうと青森県は２番、高知県は９番
です。それだけ農業生産の販売が非常に大きいわけで
す。生産額ベースで考えると自給率は高いんです。つ
まり、受田先生も最初の説明でおっしゃっていました
が、これに付加価値をつけて倍額にするだけで、多分
４番か３番になるかもしれません。
　ところが、食品加工を行う企業は、零細企業が多い。
それと農業以外の他産業が農業への理解力が薄い。ある

経済団体に入っておりましたが、そこで議論される教
育論とかは全て市場主義の中で語られていることなん
です。大切なのは文化を支える心だと思います。それ
は普段、皆言わないんです。言わないんですが、経済
行為、市場でどれだけ有利に立つか、この成果主義で
人をみるような風潮が非常にあるように思います。もっ
と腹をわって話せるような場を作ることが大切だと思
います。それが農業関係団体で必要だし、高知の経済
界でも必要だと思います。難しいですが、もっとつっ
こんできてほしいと思います。
　基調講演で鈴木さんがおっしゃったように、僕も同
じように感じていました。経済行為で成功しなければ
体の健康も心の健康もないと思いますから、経済行為
をちゃんとできる農業、産業として成り立つ農業にす
るためには、ファイナンス面のいろいろなことを整備
し、利用できる、そんな状態が特に大きな団体にこそ
必要だと思います。
門田■どうもありがとうございます。続きましては食
品加工メーカーの現状と課題につきまして、吉澤様か
らお願いします。
吉澤■今日いろいろ統計が出てきて、やっぱり食品加
工が少ない。ですから私どもがもっと頑張っていかん
といけないのでしょうが、私ども食品加工が弱いのに
はいろいろな理由があるんでしょうね。
　牛乳については、高知県でいえば一人あたりの牛乳
の消費量は 46 位でありまして、アルコール消費量と対
照でありまして、酒飲む暇があったら牛乳飲んで欲し
いと言いたいところですが、そういう土地柄ですし、
食品加工が弱いというのは、零細が良くなくて、うま
くできなかったというのがあります。高知県はどっち
かというと、大手の量販店が自分のところのブランド
とか商品を引きずってきますので、県内のものを売る
というのは落ちてくる。そうすると県内のものはせっ
かく橋ができたのだから攻めていかないかんと、でも
同じ方法で同じことをやっても絶対勝てるわけがない

コーライフ・クリエイツ（株）代表取締役社長
1984 年・ 九州大学農学部卒業
　大塚化学㈱　食品研究所入所
2003 年・ コーライフ設立（食品開発系コンサルティングを開始）
2008 年・ コーライフ・クリエイツ（株）に法人化、代表取締役に就任
　ロハス食品の開発・販売、海外事業を開始
現在に至る

門田　直明　氏

■・コーディネーター紹介
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　ここ数年の傾向として、特に 40・50 代女性を中心として、

健康や食、環境に対するニーズの高まりから、日本の伝統的

なものへの回帰といった心の変化が生じつつあります。

　我々の体を守ってくれるホルモンのひとつに、アディポネ

クチンがあります。代謝のコントロールや、肌の保湿に役立っ

てくれたりします。もうひとつ、オスモチンというホルモン。

アディポネクチンとほとんど同じようなホルモンで、これが

入っている代表的な野菜がトマトとピーマンです。また、生

姜に入っている成分は、アディポネクチンが出やすい環境を

つくります。高知県で多くとれる食材は、アディポネクチン

が体の中にある良い環境をつくり、アンチエイジングに役

立ってくれる可能性があるわけです。

　さらに、私が注目しているアンチエイジング成分が、酪酸

です。腸を若々しく保ってくれる成分で、難消化性のデンプ

ンを食べたとき、最も効率よく増えます。難消化性のデンプ

ンが容易に摂れるのは、実は「おむすび」です。おむすびに

含まれるデンプンは胃で簡単に分解されないので、大腸まで

届く。大腸の善玉菌はこれが大好きで、分解して酪酸をつく

ります。

　日本のソウルフードである「おむすび」が、強力なアンチ

消費者ニーズとそれに合った
地方食材の魅力発掘
日経ヘルス・プルミエ　編集長　西沢邦浩 ・氏

1984年　早稲田大学卒業
　小学館入社　編集部において「女性セブン」の編集に携わる。
1991 年　日経 BP社入社
　開発部次長として「日経ソフトプレス社」の創業
　開発部長として流行情報マガジン「日経エンタテインメント！」の創刊
1998 年　「日経ヘルス」創刊、副編集長
2005 年　「日経ヘルス」編集長
2008 年　「日経ヘルス・プルミエ」編集長
現在に至る

エイジングの元になるということは非常に面白い。科学的な

根拠は不明でも「これを食べると体にいい」と伝統的に言わ

れているようなものは、大概その通りなのではないかと思い

ます。常に新しいものばかり追い求めるのではなく、長い間

受け継がれてきたものに秘められているメッセージを科学的

に解明し、それをもう一度社会の中で生き返らせる。それが、

伝統的な食品が残っている地方の、ひとつの戦略になると考

えています。

　高知であればやはりカツオやユズ。魚の良い油を摂ると、

アディポネクチンが増えます。魚の油は胃や腸で酸化されや

すいのですが、焼いた表面にユズをかけると酸化がゼロにな

るそうです。ですから、ユズなどを魚と一緒に食べることに

は非常に深い意味があるわけです。

　おむすびのような、何でもないものをどう見直していくか。

日本人は世界で唯一、「腹」という言葉で心を表す民族です。

我々にとっての「腹」の意味を考えることで、食に関する新

しい視点が開けてくるのではないでしょうか。高知県には、

現代人の健康を考えていく上で、非常に魅力的な食材がたく

さんあります。今後も基礎研究を重ね、ビジネスを展開して

いただければと思います。

■  基 調 講 演 ①

特　　集
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わけで、段々しょぼくれていくという現状であったか
と思います。
　しかし、先ほどもありましたが、すばらしい素材が
たくさんあります。勝負していける素材というものは
山ほどあって、今まで我々の課題はどこにあったのか
というのを考えてみますと、高知の食品関係でマーケ
ティングというものを全く考えていなかった。最近そ
ういうのをやって、成長していらっしゃるところもあ
る。だからきちんとマーケティングをすればこれから
良いものになる可能性があるんじゃないかなと思って
います。
　先ほど野村さんもおっしゃっていましたが、高知県
は、零細で一匹狼で、一緒にこういう商品を作ろうと
してこなかった。ワシんとこはワシんとこでやるきと
いう文化があって、これから日本の中で生き残ってい
くには、高知県人としてまずは酒をやめて牛乳を飲み
ながら考えていかないかんとつくづく思うところであ
ります。
門田■ありがとうございました。では、大学のお立場
で受田先生からお願いいたします。
受田■先ほど高知県内の食品産業に関して数字をもと
にご紹介をさせていただきました。見れば見るほど食
品産業に今後、特化していかなければならないという
ことだと思います。吉澤さんから努力不足だとの反省
の声がありましたが、私ども大学も真摯に考えないと
いけないと思っております。地域の大学としましては、
これまで十分に地域に貢献できていなかったと思いま
す。
　私自身、大学の教員ですので、さまざまの会社と連
携して商品開発をやった実績がありますし、今もやっ
ております。しかし残念ながら地域の企業の皆様とは
踏み込んだディスカッションがやれてなかったのでは
ないかと思っております。そして今回、国際・地域連
携センターを預かる立場になって、地域の企業の皆様
のところにズカズカと踏み込んでいきまして、何時間

も長期的なビジョンとか戦略とかをお聞きし始めまし
た。で、どんな商品開発をしていて、どんな研究要素
がありますかと、２時間、３時間お話していくうちに、
具体的にこういう課題があるだとか、あるいはこうい
う開発がしたいんだとか、生々しいご意見とかご要望
をお聞きすることができるようになりました。つまり、
大学と地域産業の立場では、踏み込んだ連携が十分で
はなかった、もっと言えば、絆というのが醸成できて
いなかったんではないかと思います。ですので、地域
の大学として、人材育成を通じて、地域のみなさまと
十分に膝詰めでお話する機会をつくり、信頼と絆を深
めていけたらと思っています。
　食品産業に関して、県は産業振興基金というのを立
ち上げています。これは高知県の産業振興のために研
究開発に関して投資をしようという目的です。状況を
見ておりますが、なかなか育って欲しい食品産業の研
究課題というのが出てこないんです。食品関係の大型
の課題といいますか、産学官の課題というのがそれほ
ど表に出てきていない。食品産業を活性化するために
はやっぱり研究費が必要でしょう。そこに手が挙がっ
てこないということこそが、現状に至っている原因で
もあり結果でもあるんではないかと思います。そこに
手を挙げていくような人材が、高知県としては必要と
されているのではないか、そういう部分に今回の人材
育成の必要性・意義があるんじゃないかと思います。
門田■私は、民間の立場から、今の高知県の食品業界
の課題と思っておりますことを二点お話したいと思い
ます。
　一つは、食品＝食材ですけれど、世界がコンパクトに
なってきている、どんどん縮まってきている、と。地
球の裏側で干ばつなどが起こると、すぐにこちらにも
関係してくるというように地球がコンパクトになって
いるということがあります。高知県で言えば四国の中
だとか他の産地との産地間競争というのを当然やって
おられると思うんですが、ただここにきまして、もう

果樹農家　経営者
1972 年・ 徳島大学工学部応用化学科中退
1972 年～ 1976 年・プロミュージシャン
1976 年・ 就農（ハウスミカンの生産）
現在に至る

野村　高志　氏

■・パネリスト紹介
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　農業業界に入って約 10 年、（株）ナチュラルアートを立

ち上げてから約 6 年。おかげさまで随分人も増えてきて、現

在約 370 名に働いていただいている。これが私の一番の誇

りであり、日本の農業が昔のような力を取り戻すために、我々

の会社で働く人の数をどんどん増やしていくことが、一番目

指しているところです。

　我々の会社唯一の、おそらく既存の農業業界と大きく違う

点は、「みんなで力を合わせてやっていきましょう」という

ことを、明確に大きな意識の御旗としているところだと思っ

ています。

　農業の世界にいる人はみんな仲間だと思います。大きな志

が同じであれば、同じ方向に向けて力を合わせてやることは

できるはず。農業業界はそうあるべきだし、大変可能性があ

ると考えています。

　人材創出プログラムの取り組みは、非常に素晴らしいと思

います。私はいろいろな自治体にお世話になっていますが、

このような取り組みの話は初めてで、大変驚きました。その

中に是非、ファイナンスのプログラムを入れていただいては

どうかと思います。お金をどう調達するか、どう回すかとい

うことは非常に大事なことです。もしかすると、高知県のこ

の取り組みは、日本版フードバレーのように発展するかもし

新しい産業としての農業
株式会社ナチュラルアート代表取締役　鈴木 誠氏

1988年　慶應義塾大学商学部卒業
　東洋信託銀行入社
　本店営業本部にてベンチャー投融資・上々関連業務担当
1997 年　野村証券・企業部へ研修派遣
1998 年　東洋信託銀行退社
1998 年　慶應義塾大学院経営管理研究科（ビジネススクール）入学
2000 年　慶應義塾大学院経営管理研究科卒業　奥村昭博研究室「経営戦略論」
2001 年　日本ブランド農業事業協同組合準備室及び初代事務局長
2003 年　株式会社ナチュラルアート設立、代表取締役就任
現在に至る

れない。

　僕自身の基本的な考え方のひとつは、どの産業でも当然の

ことですが、物をつくったら同時に売ることも考えようよと

いうことです。地方には、加工品も含め、大変素晴らしい農

作物がたくさんあります。ところが、やはり販売が弱い。私

は「直販所」こそ、究極のビジネスモデルだと考えています。

なぜなら、生産者あるいは中小加工業者に価格決定権が与え

られる。物事を他人の責任にしていたのでは、農業界の発展

はないと思っていて、直売所のようなイメージの流通会社を

つくろうよという形で、今いろいろと活動を進めているわけ

です。高知県ほど農業に対して意識の高い県は珍しく、非常

に恵まれている環境なので、高知にもそのような会社を創る

ことは可能ではないでしょうか。

　日本の農業は、経済性はもちろん重要な側面ですが、歴史

や伝統など文化的側面を含めて、我々の中になくてはならな

いものです。立場の異なる方がいても、あるいは多少目標が

違っていても、基本的な大志が同じであれば、その大きな枠

組みの中で、みんなで力を合わせて、みんなで新しくて素晴

らしい高知県の農業、引いては世界の中で誇れる高知県の農

業をつくっていただければ大変幸いです。

■  基 調 講 演 ②

特　　集
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食卓に並ぶのはほとんど海外のものということで、産
地間競争は、もはや日本だけではなくて、中国だとか
アメリカまで世界全体の産地間競争をやっていく必要
に迫られていて、そこで高知県は何を作っていったら
いいのかを考えるべきであって、それを知らないと判
断できない、発想できないということであります。
　もう一つは二極化ですが、日本、アメリカともそう
なんですが、高いものを買う方は、さらに安心安全で、
誰が作っているのか当然分かった上でさらに体に良い
ものを、なおかつ自分の生活を豊かにしてくれる、楽し
いものにしてくれるものを望んでいる。一方で、とり
あえず食べていかなければならないから少しでも安い
ものを買うという方。それが二極化している、と。流
通もどちらかというと値段優先できておりましたけれ
ど、最近は、物についてお客さんは非常に目が肥えて
きている。こうして流通も二極化している。さらに細
かくいうと、同じ人でも、あるものは安くていい、一方、
例えばお子さんに食べさせるものは多少高くてもより
安心安全なものを買う、場面によって二極化している
のではないかと思います。急激に変わってきていると
私は思っていますので、それに応じたものづくりとい
うものが必要であるかと思います。
　先ほどマーケティングの話がありましたが、実際に
皆さんのご家庭で買われるものが 10 年前と随分変わっ
ているということなんです。お客さんが変わったんだ
から、ものづくりのほうも変わらなければならないと
思います。
　そういう課題がある中で、解決するための人を育成す
ることが課題を解決するためには必要であって、これ
を強化していかなければならないというのが今のテー
マなんですけれど、それぞれの分野におきまして、ス
キルアップ・技術の向上・人材の育成、どういう風に
取り組んでおられるのか、現状をお聞かせいただけた
らと思います。
野村■人材育成って難しいですよね。私の好きな言葉

があるんですよ。「農業農村の教育力」っていう言葉で
す。僕が百姓になったときに何かの書物のタイトルで
そんなのがありました。なぜ僕が農業を求めたのかを
考えたときに、経済効果を求めながらも一番求めてい
たのは、自分の安らかな心なんです。しかし経済行為
は絶対必要ですから、とにかく体を使って働くという
ところから始めました。
　僕が 30 代 40 代のときに、やっぱり世界に目を向け
なくてはいけない、世界の気候やシステムやいろんな
ものを知らなきゃいけないと思って、「グローバル化」
を勉強していましたけれど、行けば行くほどどこに行
くんだろうと思っていました。このまま行くと人間滅
びるんじゃないかと思ったら、案の定、世界ナンバー
１の会社が潰れました。そんなこと考えるとグローバ
ル化って何だろう、わかんないけれど、とにかくグロー
バル化っていう二極面を生きていかなければいけない
ということです。高知県は、一部の人の食料生産をす
るだけでは駄目だし、付加価値をつける経済効果の一
端にしかならないことでも、そのアクションをしてい
る、自分が動いている。動の中の自分を見つめることで、
いろいろなことが見えてくると思います。
　例えば石油が高騰している、肥料も上がった。農業
は大変なんですよ。今は瀬戸際から一歩足を踏み込ん
でいるんです。食品加工に回すことなんて、ひょっと
したら生産者の誰も考えていないのかも。でも、どの
ようにしたら経済行為が成り立つのか、安らかな心で
生活ができるにはどうしたらいいか、この二極化を考
えながらやっている人は、まだ高知にたくさんいると
思います。地域で昔ながらに自分なりに生きてきた人
たちがそうです。だからグローバル化をした教育をし
たからと言って自分がそういう人間になったわけでは
ないんですよね。
　私は、知識と体験との両方が積み重ならないと新たな
知恵は生まれないと思います。だからここで学者さん
を批判するわけではないですが、やっぱり体験を伴わ

ひまわり乳業（株）代表取締役社長
1986 年・ 早稲田大学商学部卒業
　ひまわり乳業（株）　入社
1995 年・ ひまわり乳業（株）常務取締役
1999 年・ ひまわり乳業（株）専務取締役
2005 年・ ひまわり乳業（株）代表取締役社長　現在に至る

吉澤　文治郎　氏

■・パネリスト紹介
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　この研究がスタートした 1997 年には、国民の約 30% が

何らかのアレルギー疾患をもっているといわれ、アレルギー

が問題になっていました。その方たちが全て医薬品に頼って

いると医療費が破たんするなど、いろいろな問題が出てきま

す。そこで毎日摂取できるような食品でアレルギー予防がで

きないだろうかと、お茶の機能を使った研究を進めてきまし

た。

　アレルギーは、体に侵入したいろいろな抗原（アレルゲン）

が引き起こす過度の免疫反応で、粘膜の中に埋め込まれてい

るマスト細胞の表面にスイッチが付いていて、抗原に刺激さ

れることにより炎症性の物質が放出されます。そこで刺激す

るアレルゲンがあったとしても爆発しない、要するにヒスタ

ミン遊離を起こさないような物質を探索しました。

　この細胞に様々な種類のお茶の液をかけていくと「べにほ

まれ」という品種が非常に強い抗アレルギー活性を持ってい

ました。これは、紅茶用の品種で、メチル化カテキンという

カテキンが活性成分であることを突き止めました。メチル化

カテキンは普通のカテキンの構造がほんの少し変わっている

だけで、2.5 倍の活性の違いがありました。メチル化カテキ

ンは非常に体の中に吸収されやすく、なおかつ代謝が緩やか

です。そして第１のメカニズムに、スイッチの数の発現レベ

ルをダウンさせるということが分かりました。第２に細胞の

情報伝達を非常に強く抑制すること、第３に、爆発する直前

機能性緑茶
「べにふうき」の開発
（独）農業・食品産業技術総合研究機構
野菜茶業研究所／野菜・茶機能性研究チーム長　山本（前田）万里氏

1986年・千葉大学大学院園芸学研究科農芸化学専攻（修士課程）修了
　農林水産省入省
1986 年　中国農業試験場　品質特性研究室研究員
1992 年・野菜・茶業試験場　製品開発研究室研究員
1996 年・野菜・茶業試験場　製品開発研究室主任研究官
2002 年・独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構　野菜茶業研究所
　茶機能解析研究室長
2006 年・独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構　野菜茶業研究所
　野菜・茶機能性研究チーム長
現在に到る　

にミオシン軽鎖リン酸化も阻害するということが分かりまし

た。

　しかし、「べにほまれ」自体は非常に古い品種ですので、「べ

にほまれ」の子どもの「べにふうき」を普及してきました。「べ

にふうき」自体はかつて紅茶として開発されていましたが、

紅茶にするとメチル化カテキンが酸化酵素の働きによってな

くなってしまうため、緑茶に加工しています。

　実験を繰り返すと、花粉アレルギーの予防には１か月前ぐ

らいからお茶を飲んだ方がいいと分かりました。早めに「べ

にふうき」緑茶を飲んだ方は誘発されたアレルギー反応が弱

くなっていました。１日あたり 34mg のメチル化カテキンを

取っていただくだけです。

　アトピーについては、「べにふうき」を使ったクリームを

塗ると、ガサガサとしたところが大体きれいになりました。

ステロイドホルモンの量を減らすことができます。また保湿

効果が高いので、スベスベでいられるというようなことで、

補助的にも使えます。

　また、高知県産として有名な生姜を「べにふうき」緑茶に

添加することで、単体よりも力がさらに増強されるというこ

ともわかりました。

　今後、「べにふうき」協議会を作って、栽培、製造、加工

が目に見えるような保証のシステムづくりに取り組んでいき

たいと思います。

■  基 調 講 演 ③

特　　集
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高知県工業技術センター所長
1975 年・ 高知大学農学部卒業
　高知県工業試験場（現　高知県工業技術センター）入庁
2002 年・ 愛媛大学大学院より農学博士授与
2005 年・ 高知工業技術センター　所長
現在に至る

西内　豊　氏

■・パネリスト紹介

なければならない。体験だけでもまた駄目ですね。鈴
木さんのようにファイナンスの出身で、農業もやって
いるからうまく合致したと僕は思うんですよ。今はネッ
トがありますから知識はいっぱいあります。でも、ネッ
トで見るのも知識が必要です。でも、昔から暮らして
いる地域のお年寄りの知恵が、保存食の何かにつながっ
ていくのかもしれません。例えばらっきょうの加工を
するにはコストがかかりすぎるんです。経費、人件費
が高いですから。それが仲良しさんの地域の輪ででき
てしまう。その輪というのは、その地域の文化の知恵
なんですよね。そういうものが日本の田舎の地域のな
かにこそあるんです。だから僕は将来はそういうこと
も反映した食品開発、地産地消に還ってきた食品加工
になるのではないかと。自分の身は自分で守ろう、ア
メリカが潰れても生き残れるようにがんばろう、東京
が潰れても生き残る、香南市は生き残る……そういう
ことを頭に入れながら食品加工をするべきだと思いま
す。
　そうした人材を育成するには、私はマンツーマンだと
思います。人は一人ひとり資質、人格が違います。同
じものを与えてもこっちの人はこの面で有能な人にな
る、あの人はこっちの面で有能な人になる。社会が変
われば経済効果は変わりますから、だからそこで残る
ものでいったらハートです。それを受け継いだ人がま
た生まれてくると思います。その時には新たな知識と
新たな体験を伴った新しい知恵で、新しい時代を乗り
越えていくと思います。だから人材育成は大切ですし、
ＦＢＣというものがあっていい。あとは各自でそれぞ
れの能力を開発していったらいい。そんなに甘いもの
ではないと思います。
門田■現場に即したご意見をありがとうございます。
続きましては食品メーカーのお立場から、吉澤様、お
願いいたします。
吉澤■食品メーカーだからこその人材育成の大切さみ
たいなことを考えてみると、商品開発をしていく力、

それから売っていくマーケティングの力、この二つが
圧倒的に今までに足らなかったのかなと思います。こ
れからはこれが必要不可欠な部分だと思っております。
　乳業メーカーも全国的に見ると中小が多いんですが、
大手に比べて商品開発力が絶対的に弱い。じゃあどうす
るかというと、我々には中小乳業メーカーのつながり
があって、また、農水省からも補助金をいただきながら、
一緒にやるというのをやっています。しかし何年もやっ
ているんですが、実はほとんど成功していないんです。
中小乳業というのは各地域に根ざしてやってきて、そ
れを突然インドネシアから乳酸菌持ってきて、その機
能性としてはいいかもしれないですが、さっきもあり
ました伝統の物語性というのがないんです。地域に根
ざした中小乳業メーカーというのは、やっぱり伝統の
物語性がないと駄目なのかなと僕は思います。
　地域の、高知県の育んでくれた一次産品を、こんなや
り方あるの、というものを作っていく人材というのが、
とても大切なことなんですが、中小企業ではできない。
先ほど、受田先生がこれは大学が一緒にやっていくと
おっしゃいました。例えば、高知のショウガを商品開
発していこうと、ここには非常に物語性があると思い
ます。そうすることで物語性に機能性がくっついてく
るのではないかと思います。そういうことを大学と一
緒になって開発していく人材をこれから育てていくの
が大事。それから、どういうお客さんが何を求めていて、
だから何を作らなきゃいけないかを知る人が必要だと
思います。
門田■では、工業技術センターの西内様のほうからお
願いいたします。
西内■人材育成として、知識とか、性格とか、技術と
かもろもろのものがあるんですが、どういうふうに組
織力をあげていくか、そしてどうやって企業の方々ま
でおろしていくかと頭を悩ませているところなんです。
現在、機械・金属センターでは夜間、技術の向上をやっ
ております。そのときに、昼やるとか夜やるとか問題
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高知大学　副学長
1984 年　九州大学大学院修了（農学博士）　九州大学農学部助手
1991 年・ 高知大学農学部助教授
2004 年・ 高知大学農学部教授
2005 年・ 地域連携推進本部長、国際・地域連携センター長兼務
2006 年・ 高知大学副学長兼務

受田　浩之

■・パネリスト紹介

になってくるわけです。行き着くところ、経営者のトッ
プの方が、人材育成についてどこまで考えているのか
ということです。やはりトップの人と一体になって人
材をどのように育てていくかじっくりと考えてやって
いただきたいと思います。これが基本中の基本だと思
います。この前やったときのアンケートでは、平日の
昼間でもいいですよと圧倒的な回答がありました。そ
れを見たときに感心したことです。
　ただ食品関係は非常に小さな会社が多いので、経営
者の方が来られるということもあります。技術のこと
もありますが、プラスαのことも踏まえて、加えてい
かなければと思っています。特に工業センターは大学
と違って現場が身近なので、大学とはまた違った手法
で取り組んでいかなければならないと思います。食品
の生産活動に直接関わっていけるよう技術の向上に取
り組みたいと思います。やはり現場と、ハートでお付
き合いができるまでしておかないと、やはり商品開発
はできないのではないかと思います。また、よくある
ことなんですが、せっかく育てたのにあくる年になっ
たら、あの人はやめたと、一番がっくりくるんですね。
やはりトップの方々も交えて、いろいろやっていくべ
きではないかと思います。
受田■大学は教育機関でありますので、人材育成につ
いては設置の目的のひとつであるということは言うま
でもありません。今回のＦＢＣの取り組みというのは、
従来の学生さんではなくて、学生さん以外の地域のみ
なさまにどう貢献できるか、です。今までこういう形
態で大学が人材育成を担っていたかというと、ほとん
どやってなかったというのが現状です。唯一、生涯学
習の公開講座等の開設はしております。
　今回、文部科学省で４月から、こういった学外者に対
する生涯学習をシステマティックに行っていくという
履修証明制度が新たに動き始めています。これは、再
チャレンジとかキャリア形成の一環として、よりシス
テマティックに学生以外の方に大学がサービスを提供

するようにと、国が立てた制度だと理解しております。
そこで、この人材育成プログラムを履修証明制度と合
体させながら推進していきたいと思っています。まず、
これがひとつです。
　もうひとつは、せっかくこうしてシステマティックな
プログラムを実施しますので、だったら学生さんにも
一部受講してもらいたいなと思っています。ただあま
りに力点を置きすぎますと大学のカリキュラムとは差
別化できなくなりますので、我々としましては特に地
域に就職を希望している学生さんに一部門戸を広げて
いきたいという思いです。本学の入学生の２割程度が
県内の学生で、同じ比率が県内に就職しています。さ
らに多くの中核人材を輩出する機関になるべきとの地
域からの期待がございます。今回のプログラムを活用
して地元就職率のアップを図っていきたいと思います。
門田■私は民間の企業に勤めておりまして、今の仕事は
コンサルティングと言いながら、現場の工場長の方を
育てるというのをやっています。ものを生産して加工
して売って、トータルで一人の人ができたらいいんで
すけれど、現実的に組織が大きくなってくると、開発
部とか製造部とか営業部とかそれぞれの部門ができて
きます。新しい商品を作っていくと、次は売る部門に
渡すんです。そこでどうしても伝わらない。営業サイ
ドのほうも市場からみても売れないものを創ってきた。
そういう溝ができてしまっている。今の業績が伸びて
いない企業の一番の原因がそこにあると思っています。
企業として伸びているのは、ものを創る人と売る人の
間に橋渡しをする、キーマンがいるんです。その方が
どういう方かというと、まさにこのプログラムで育成
していく人だと思うのです。ものを創ったことがある、
そして実際に売ったこともある。お客さんの前で商品
の説明をして実際に売っている人。片方だけを座学で
しか学んでいないと、新しい発想がでてこない。両方
を知っている人を育てるというのは、企業の方から見
ると５年 10 年時間がかかってしまうんです。このプロ

特　　集
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グラムというのは、両方を兼ねている人材を育成でき
るようにすること。それから先ほど鈴木先生のお話に
もあったように、マネジメントも充実させるとさらに
よくなって、企業に入ったときには即戦力になると思
います。
門田■ありがとうございます。それでは最後に、それ
ぞれの分野におきまして、本プログラムに対してこう
いうふうにやっていってほしいといったご意見があり
ましたら、お願いいたします。
野村■育成する 80 人それぞれ資質の違いがあると思い
ますから、いろんな商品を加工して提供できたら、高
知県も少しは変わると思います。高知大学がこうした
取り組みを一生懸命やっているということを、PR する
こと、知ってもらうことが必要だと思っています。私
は全国がつぶれても高知県だけ生き残ればいいと思っ
ています。どこの地域もそういうふうに考えていたら、
日本全国よくなる。そうやって連携をとっていって、生
きていけば、心安らかな日本ができていくと思います。
　僕の育てているみかんは、どのみかんよりも、グルタ
ミン酸とアスパラギン酸が多く，３倍あるんです。だ
からアミノ酸健康食品として売れば十分いけます。メ
タボに効く成分もあるんです。それを加工しようと思
えばいくらでも加工できるんです。しかし私は加工し
ようとは思いません。経済効果としては利益がありま
すが、一般庶民の人に食べてもらうためには、そのま
まで食べてもらうことなんです。そういうことを食品
産業界が考えれば、日本はもっと豊かな素晴らしい国
になるんだと思います。だからどうぞよろしくお願い
します。
吉澤■マーケティングのスキルももちろんですが、熱
い人を育てることが大事だと思っています。今日お越
しいただいた三人の方はそれぞれカリスマ性があって、

熱い人ばかりですが、そういう 80 人を育てていくとい
うのを期待しています。
西内■こういう研修というのは、あとのフォローとい
うのが大事なんです。１回や２回やっただけで終わる
ようなものでは効果がないんです。数年かかって、企
業とかコーディネートの付き合いというか、その中か
らハートが、またそういうところから商品開発が生ま
れてくると思います。だから人を育てる内部の育成も
必要だと思います。だから結び合いという連携からも
大きく発展していくんだと思います。アフター支援も
きちっとやっていきたいと思っていますので、これか
らもどうぞよろしくお願いいたします。
受田■それぞれの方から思いやりのこもったご意見を
聞くことができました。10 月から始まるプログラムに
できるだけ反映させたいと思います。ハートの部分は数
値にしにくいと思います。どうやってハートを注入し
ていけば良いのか、そもそもハートとは何なのか、ま
だよくわかりませんけれど、おそらく言えることは地
域のプログラムに関するハートというのは、地域に貢
献しようという心意気の強さだと解釈すれば、皆さま
異論はないと思います。地域を良くしたいという思い、
それを結集することを目標にして、これからも努力し
ていきたいと思います。
門田■本プログラムでの流通面で、自分で作ったもの
を是非店頭で売ってみるというのをやっていただきた
いと思います。私も自分で作った商品が店頭に並ぶの
を実際に見ると、やっぱり喜びを感じましたし、もの
づくりに対するモチベーションというか意欲も上がり
ました。座学とプラスして経験の中でやっていただき
たいと思います。
　本日は長時間にわたりましてどうもありがとうござ
いました。


