
心と身体を作る有機栽培の土作り 
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近代農業における三つの波 

第2次大戦前後 高度成長期 現在～将来 

未完熟堆肥（糞尿）使用   化学肥料・農薬使用 完全有機肥料・微生物使用 

少量生産 大量生産・高効率 安全・美味しい 

キーワード 

ツール 

第１の波 第２の波 第３の波 

利点・問題点 

 安上がり・不衛生  食料増産・健康障害 安全/美味・コスト高 



ロンドン、リオ に続き 東京オリンピックでも採用 

国際基準 ISO20121  

2012 2016 2020 

参考：（一社）オーガニックヴィレッジジャパン発行 

『オーガニック ヴィジョン』 2016年1月創刊号＆2016年4月2号 

イベント期間中のみ国や地域が活性化、終了後停滞・衰退 

従来のマネジメントシステム 

ISO20121に基づくマネジメントシステム 

イベント終了後も国や地域、国民の生活が持続して活性化、発展 

イベント運営のためのマネジメントシステム規格 

選手村等の施設で使用される食材に が求められる 

オリンピックとオーガニック 

フード・ビジョンとして 

が、現状は・・・ 



認証制度の活用（認証マーク例） 

国内オーガニックの 
代名詞 

GAP：農産物生産の 
   安全および品質向上を 
   目指した管理規格 

国内唯一の国際基準 

日本では国際的な安全規格で生産されている食品が乏しく、 
このままでは国産のものでオーガニック食材は賄えない 

急がれる対応 

あと １年 しかない！ 

どの認証を取るかではなく、 
認証制度など活用して国内での有機栽培率を上げることが重要 

ポイント： 



日本には慣行栽培といって、各都道府県によって、１年間に農薬
をまく回数の上限が決められている。 
 
  たとえばある県で決められた慣行栽培のうち、比較的農薬をまく
回数が多い作物をあげると次のようになる。 
 

イチゴ・６３回 パプリカ・６２回 
ナス・５９回  キュウリ・５６回 
トマト・５４回  にら・３６回 
梨・３４回  シソ・３０回 
 
  キュウリの栽培期間を８カ月としたら、ほぼ５日に１回まいてい
ることになる。そのうえ、ナス、キュウリ、トマトなどは収穫前日まで
農薬散布は可能だという。おそらくコメのように収穫したらおしまい
ではなく、継続して収穫するからだろう。 

【本当は怖い国内食品】 ノンフィクション作家 奥野修二 氏  

--- 日刊ゲンダイ 2018年7月3日掲載コラムより抜粋 ---  



農業使用量の国際比較 



足元の土と微生物をどのように
扱えば、世界中の農業が持続可
能で、農民が富み、温暖化対策
になるのか。 

「土・牛・微生物」 文明の衰退を食い止める土の話 

USA  デイビッド・モントゴメリー 著 

築地書館 2018年9月初版 

アフリカやアメリカで行われている不耕起栽培や
輪作、混作、有畜農業家、アジアの保全型農業、
日本のボカシまで、篤農家や研究者の先進的な
取り組みを世界各地で取材。 



世界の環境保全型農業の面積 

1970年代初め 1980年代初め 2003年 2013年 

300万ha 600万ha 

7200万ha 

1億5700万ha 

（単位：ヘクタール） 

急速に増加して
いるにもかかわら
ず、世界の耕地
の約11％でしか
ない 

世界の環境保全型農地 

4分の３以上が 

南北アメリカ大陸 

43％ 
南アメリカ 

34％ 
アメリカ・カナダ 

その他 

南北アメリカ大陸の内訳 

2013年 

アメリカの環境保全型農地面積 

3560万ha 

（アメリカ国内の耕地面積の21％） 

資料） 築地書館 「土・牛・微生物」  D・モントゴメリー著 より 



H15年度 
（2003年度） 

H20年度 
（2008年度） 

H25年度 
（2013年度） 

H26年度 
（2014年度） 

H27年度 
（2015年度） 

H28年度 
（2016年度） 

格付数量（ｔ） 46,192 t 56,164 t 61,309 t 63,757 t 60,684 t 59,955 t 

割合（%） 0.16 % 0.19 % 0.24 % 0.25 % 0.24 % 0.25 % 

資料） 農林水産省ホームページ内 「有機食品の検査認証制度」のページより抜粋                

有機農産物の格付数量の推移 

区      分 総生産量 格付数量（国内） 有機の割合 

野菜 11,633,000 t 40,683 t 0.35 % 

果実 2,915,000 t 2,619 t 0.09 % 

米 8,550,000 t 9,250 t 0.11 % 

麦 961,000 t 938 t 0.10 % 

大豆 238,000 t 945 t 0.40 % 

緑茶（荒茶） 77,100 t 3,533 t 4.58 % 

その他の農産物 82,000 t 1,987 t 2.42 % 

合   計 24,456,100 t 59,955 t 0.25 % 
※ 総生産量は、平成28年度食糧需給表（概算値） 

ただし、緑茶（荒茶）の総生産量は、農林水産省統計部の公表値であり主産地12府県の合計値 

国内の総生産量と格付数量（平成28年度） 



【アメリカの現状（2019年4月撮影）】 

オーガニック商品は
緑で表示 

大型スーパーマーケットチェーン 

ホールフーズマーケット 
テキサス州 ダラス 



タネと内臓 

有機野菜と腸内細菌が日本を変える 

吉田太郎 著 築地書館㈱            



米国発の反遺伝子組み換え食品革命 

ニューヨークの大手
食品スーパーチェー
ンでは、食品も化粧
品もGMO（遺伝子組
み換え）と非GMO（非
遺伝子組み換え）が
明確に区別され、消
費者に分かるように
販売されている 

30頁より 

コストコは日本国内の店舗でも 

（2019年4月撮影） 



遺伝子組み換えトウモロコシは 
ミネラルをろくに含まないカス食品 

成分 非 GMコーン GMコーン 

カルシウム 6130 14 

マグネシウム 113 2 

カリウム 113 7 

イオウ 42 3 

銅 16 2.6 

亜鉛 14.3 2.3 

マンガン 14 2 

鉄 14 2 

モリブデン 1.5 0.2 

ホウ素 1.5 0.2 

セレン 0.6 0.3 

コバルト 1.5 0.2 

トウモロコシ中の成分の相違 （単位：ppm） 

33頁より 



ミネラルを固定し土壌微生物を殺す除
草剤グリホサート（ラウンドアップ） 

除草剤効果で枯れるのは植物だけ
ではない。その影響は植物と同じ代
謝経路を持つ土壌細菌にも及ぶ。 

35頁より 



グリホサートの人間への影響 

グリホサートを摂取すると善玉菌が死
ぬ代わりにグリホサートではダメージを
受けない、クロストリジウム種、大腸菌、
サルモネラ菌、ボツリヌス菌、ウェル
シュ菌が繁殖する。 
その結果、グルテン過敏症、偽膜性大
腸炎、過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎、
クローン病といった腸の問題が生じる。 

39頁より 



遺伝子組み換えは免疫力の低下とも関連性 

2016年には米国中西部で鳥インフ
ルエンザが流行し4600万羽以上の
七面鳥や鶏が死んだが、ラウンド
アップを含まない有機穀物を餌にし
ていた鳥は一羽も死ななかった。 

44頁より 



農民運動全国連合会HP 新聞「農民」2019年2月18日 より 



 グリホサートは、現在、遺伝子組み換え作物の90％近くに用いられてい
る除草剤であり、日本では公園や校庭などで散布され、一般市民向けに
ホームセンターなどで山積みして販売されている除草剤です。 
 米国やカナダでは、グリホサートの使用量が増えたことから、農家の健
康が脅かされると同時に、食品への残留量が増え、健康被害が消費者に
も広がっています。 
 
 発がん性があり、加えて妊娠や出産への影響、子どもへの神経障害等
も報告されています。日本でも一般家庭でのパン食が増え、学校給食に
も用いられていることから、とくに子どもたちへの影響が懸念されます。 
 
 
 グリホサートの汚染が懸念されているのは小麦だけではありません。食
用油やしょうゆなどの遺伝子組み換え大豆・ナタネから作る食品や、遺伝
子組み換え作物を飼料にしている家畜から作られる肉や卵、乳製品など
の食品も残留が懸念される食品です。これらの食品の汚染をチェックし
て、農薬汚染をなくさせていく取り組みが大切です。 

農民運動全国連合会HP 新聞「農民」2019年2月18日 より 



まともなモノを食べたい母親が社会を変える 

母親たちが非GM食品や有機食品を買えば、非
GM食品の生産者も増えます。 

48頁より 

米国では子どもの3人に1人が肥満、6人に1人
が学習障害、9人に1人が喘息、12人に1人が食
物アレルギー、20人に1人が発作性疾患を持っ
ている。 

ウォールマートですら有機農産物を売り物にし
ているし、コストコに至っては有機農家にローン
を出して、有機農産物の増産を頼み込んでい
る。 



株式会社ビーティエヌ 市川洋征 

減農薬・無農薬栽培の実現 

スーパーエコシェルの活用 



植物にとってのカルシウムの働き 

 植物細胞の成長を助けます 

 細胞壁を強化します。 

植物にとっての細胞壁は、動物の骨のような役割で
す。丈夫な細胞壁を持つことで、ウイルスや細菌が
引き起こす病気への抵抗力が高まります 

カルシウムは根、茎、葉など植物の成長点に不可欠
な栄養素です。植物の細胞壁や細胞膜の形成に必
要です 

  カルシウムは重要な栄養素の一つです 



土壌中のカルシウムの働き 

 酸性土壌を中和します 

   土壌の酸性化を抑制します 

 土の粒子がくっつきあうのを助け、土壌の 

   団粒構造化を促進します 

 土壌の消毒 

植物の病気の多くが病原性の細菌やウイルスによるもので
す。カルシウムにはそれらの繁殖を抑える効果があります。
ほとんどのウイルスやバクテリアはpH12以上の強アルカリ
環境で不活化され、感染性を失います 



SESは水酸化カルシウムです    

 100％ 国内天然石灰岩由来の普通肥料です 

Ca(OH)2 

 純度 96.5％以上 
不純物が極めて少なく、安全なカルシウム資材です 

スーパーエコシェル（SES)とは？ 

 SESは有機JAS資材として認定されています 

 粒度 5㎛以下 
ナノレベルの超微粒子なので、細胞膜・細胞壁を通過しやすく、 
植物がカルシウム成分を吸収しやすいです 

登録番号 JASOM-190202 

高知県 第699号 



スーパーエコシェル（SES)の使い方は？ 

粉末のまま、もしくは0.2％濃度の水溶液で利用します
肥料効果や消毒効果が期待できます 

植物の株元や葉面に散布できます 

土に混ぜ込むことができます 

根から素早く吸収できるように、SES水溶液を土に 
  灌注します 

水  1 リットル +  スーパーエコシェル   2g 

水 20 リットル +  スーパーエコシェル 40g 

＜0.2％水溶液の場合＞ 



SES粉末の散布事例 

エダマメ ジャガイモ ネギ 

I 農園（東京） 



 

 

SES 0.2%水溶液の散布事例 

10町歩のニンニク畑 / H 農場（青森県） 

カルシウムの補給を目的として 
スーパーエコシェル水溶液を葉面に噴霧 

活性化され、青々と健全に 
育っているニンニク 



減農薬・無農薬栽培が実現できました 

リンゴ （青森県） 



無農薬栽培の茶園（鹿児島県） 
慣行農法においては農薬を使用していましたが、スーパーエコシェルに切り替え、 
完全無農薬で茶の栽培ができるようになりました 



ウドンコ病対策に0.1％濃度のSES水溶液を使用 

無農薬のイチゴ栽培 

（長野県＆東京都） 



べと病が発生した畑 ／ 発生していない畑 

【発病していない畑】 

スーパーエコシェル（SES)0.2％水溶液に 
苗を浸漬してから植え付け 

＜11月＞ 

タマネギ 

＜3月上旬・5月上旬＞ 
予防の為にSES0.2％水溶液を葉面散布 

【発病、蔓延した畑】 近在の区画です 



品質保持試験 

収穫後、メロンの上部（ヘタの部分）と下部（お尻の部分）に 
スーパーエコシェル0.2％水溶液を噴霧。 

 － メロン（山形県酒田市） － 

鮮度、糖度（14度）が保たれています 

収穫後30日目 

メロン200個の品質保持試験を実施（低温倉庫） 



【柿の鮮度保持試験 】 室温で保存 

12月31日 

未処理区 

柔らかく熟れている 

スーパーエコシェル0.2％水溶液 
（商品名：ワンヘルス）をヘタの部分と 
お尻の部分に噴霧して保存 

★１２月５日 １回のみスプレー 

スーパーエコシェル処理区 

12月31日 

固く熟れていない 
状態を保持 

１月７日 

あたり部分以外は 
固いまま 

12月5日 観察スタート 



【イチゴとちおとめ 未処理区とSES処理区の比較】 

1月18日 

1月15日 

1月18日 

未処理区 SESスプレー区 1月9日 
観察スタート 



未処理 ＳＥＳ処理 

未処理 ＳＥＳ処理 
表 

裏 

1週間後 2019/3/20 

未処理 ＳＥＳ処理 

2019/3/13 

岡山県 スーパーエコシェル いちご試験 （品種 : 紅ほっぺ） 


