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講 師：中村陽子氏、岩澤信夫氏 
テーマ：メダカのがっこうは生き物たちが豊かにわく田んぼの復活を目指します 
    ～環境・生き物・食べもの・子供たち～ 
 
 
盛田 本日の講師は「メダカのがっこう」理事長中村陽子さんと、顧問で「不耕起栽培普

及会」会長の岩澤信夫さんをお招きしています。 
 いつもの朝食会と趣向を変え、和食を召し上がっていただきます。不耕起栽培で作った

お米を「メダカのがっこう」からご提供いただいたので、そのご飯を食べていただこうと

いうことです。では、三橋さんお願いします。 
 
 
三橋 中村陽子さんは普通の主婦の方です。「海のミネラル研究会」などを主宰しながら、

最近では「メダカのがっこう」ということで、自然保護、回復に非常に力を入れておられ

ます。一般家庭の主婦の方が、なぜこのような運動に取り組んだのかという点も非常に興

味があるので、その動機などにも触れていただければありがたいと思います。 
 岩澤さんは自然耕の創始者です。自然の持つさまざまな力をフルに生かしたイネ作りと

いうことで、非常にユニークな取り組みをされていますので、補足的なお話を伺えると思

います。 
 先週、私は旭硝子財団ブループラネット賞を受賞したジョン・マイヤーズさんの記念講

演の後、コーディネーター役としてジョン・マイヤーズさんともいろいろお話をして思い

ました。今年度、同じくブループラネット賞を受賞されたメイさんという方がいるのです

が、お二人ともイギリス人です。共通しているのは、生物多様性の大切さを強調したとい

うことです。 
私は、21世紀は「生態系」ということが非常に大きなキーワードになってきているので

はないかと考えています。生態系からさまざまなことを学んでいく。生態系の中でも、と

くに植物の持つさまざまな機能、植物と共生するさまざまな小動物も含めた動物との関わ

り合いから、企業活動あるいは私たち個人の生活の仕方についてもさまざまなことを学ん

でいくことによって、何とかして人類の危機を乗り越えていくことができるのではないか

と思っています。謙虚に生態系から学ぶということが非常に重要になってきていると思う

のです。 
マイヤーズさんが指摘している一つに、農業の生産性を上げるために欧米や日本では化

学肥料をどんどん使って、その土地が自ずから持つ供給量以上の収穫量を上げるような政

策をとってきたために、アメリカの穀倉地帯、そしてヨーロッパのかなりの地域では土地

がぼろぼろになっているということがあります。化学肥料をどんどん注入して、その土地

が元来供給できる以上の生産物を獲得しようとする無理な農業のやり方が、収穫量を高め
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自給率を 100％以上にすることには成功したのですが、その反動として土地をぼろぼろに
してしまっているということが言えると思います。日本でもやはり化学肥料、農薬を使っ

て生産性を高め、その結果、逆に非常に多くの休耕田を作ってしまって、農地をぼろぼろ

にしてしまうようなことがあります。そのような点で言うと、その農地が持つ自然の供給

力の範囲の中で農業生産を営んでいれば、おそらく休耕田というような無駄な土地を出さ

ずに済んだということで、さまざまな生産性至上主義がもたらす自然関係の負荷の拡大と

いう点で世界的に反省気分が強まっていると思います。 
そのような中で「メダカのがっこう」に象徴されるような、生き物たちが豊かに生活で

きる田んぼの復活という点でお話を聞けるというのは、非常に私たちにとっても参考にな

るのではないかと思います。 
 それでは「メダカのがっこう」が目指すこと。「メダカのがっこう」の運動の中でどのよ

うなことをおやりになっているのかというようなことについてご説明していただければあ

りがたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
 
中村 「メダカのがっこう」の中村陽子です。ご紹介いただきましたように、私は普通の

7人家族の主婦で、子供が 3人います。両親と子供の健康を一番に考えて、毎日「生きる」
ということの全面的な責任を引き受けて、毎日、家で働いている主婦です。 
「主婦なのにどうしてこんなことをするの？」とよく聞かれるのですが、主婦というの

は何から何まで生きることを知らなければいけない「職業」です。農業をされている方と

同じように、百も二百もいろいろなことを知らなければできない仕事だと自負しています。

そして水、土、子供たちに増えているアトピーなど、いろいろなものを考えたときに、水

が汚れたから浄水器、野菜から摂れなくなったから健康補助食品、という考えが盛んにな

っている中で、補助的なものに力を注いでもしようがないのではないかと考えました。お

おもとを正さなければならない。水をきれいにして土をきれいにすれば、私たちはそこら

にあるもの、例えばお米と塩と多少の海藻と野菜で充分健康に暮らせるはずなのに、この

ようないろいろなものが必要になってしまったのは、もとが違っているからだということ

に気がついて「海のミネラル研究会」を作りました。 
循環農法や自然農法など自然に負荷を与えない、そしてその食べ物を食べればそれだけ

で健康になる。日本には研究成果を持って 20年も 30年もがんばって、そのような農法を
やっておられる方が多くいらっしゃいます。有吉佐和子さんの時代から梁瀬義亮さん、古

くは福岡正信さんという不耕起（耕さない）ということを提唱された方です。昭和 13 年
頃から、今の化学肥料や農薬などの近代農法と同時進行しながら、そちらの方も十分研究

が進んでいるのです。そちらに光があたらなかったというだけです。「海のミネラル研究

会」でそのような方々をお呼びして、いろいろ聞かせていただきました。主婦の人たち、

男の方たちもずいぶん多く参加して下さいました。そこでの話の中でも、今、「メダカのが

っこう」で取り上げている自然耕という「耕さない」ということが画期的に自然を取り戻

す方法だったのです。私はこれに 6年前に出会いました。 
これで日本の稲作も救われたと思ったのですが、実際には本当に障壁が高い。「耕さな
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い」ということは農民にとっては受け入れがたい発想の転換で、これで収穫量が上がるの

か、これで食べていけるのか、いろいろな不安があり、なかなか伸びていきませんでした。

この方法を考えられた岩澤さんは、「耕さない」ということで、誰にでもできる農法にまで

仕立て上げてくれました。非常に精妙なマニュアルが付いているのです。ただ耕さないと

いうだけでは、お米は絶対にできません。「このようなやり方でこうすると８～10 俵収穫
できる」というような、しっかりした技術指導が付いています。これまでの自然農法は、

「その人しかできない」ということが多かったのです。すばらしいけれども同じようにで

きる人がなかなかいないという中で、岩澤さんは「誰にでもできるところまで高めて技術

をつけて下さったのです。これならみんながついていけるというような自然耕でした。 
ですから私はこれを応援しようと思い、今年初めに「メダカのがっこう」を興そうと思

いました。この会の理事に多いのがジャーナリストです。今まで自然農法、有機野菜、安

全な食べ物などいろいろ取材していた方たちが「メダカのがっこうを作るなら僕も入れて」

ということで人材が集まりました。このようなかたちで発足したので、まさに天の時、地

の利、人の輪が集まったという感じを受けました。 
2001年４月に設立総会を開催し、８月に東京都から NPOの許可が下りるという速さで

した。ミニ田んぼによる教材を発表したところ、事務所が開く３日前から全国からの問い

合わせが殺到し、今年、予測していた 500セットという数字を大きく上回り 5,300セット
の教材が出ました。５年生はメダカとイネの両方を習います。今まではイネはイネ、メダ

カはヒメダカで習っていました。イネ（Oryza sativa L.）とメダカ（Oryzias latipes）が
オリザ（Oryzae＝水田）という同じ学名であるという因縁深い間柄であるにもかかわらず、
全く別々の学習をしていたわけですが、この教材を使って一緒にできる。しかも日本メダ

カ（クロメダカ）でできるということで、関心のある先生方はすぐに問い合わせをしてこ

られました。これは、来年はもっと充実させていこうと思います。 
では、子供たちにこの教材を使ってもらう意味はどこにあるのか。私たちは田んぼの中

のことは何も知らないからです。どのような生き物がどのような生命連鎖、つまり何が何

を食べているのか。今、絶滅しかけているトキやいろいろな鳥類が元気に野生化できるの

か、ということも何も知らない。ですからトキだけを保護したりしています。やはり全部

の命がつながっているのだから、おおもとのおおもと、エサのエサのエサから回復しなけ

ればならない。それが生物多様性だと思います。 
本当に命のわく田んぼは、全国でマガンの越冬地を南下させたり、ハクチョウが越冬地

として選んだり、そしてトキの野生化には新潟県・佐渡島で非常に注目されています。「あ

なたたちくらい地に足をつけてやっている活動はないからしっかりやって下さい」と新潟

県の環境課の方たちも一目置いて下さっているような大きな動きになりました。農家の方

たちも「これならばついていける」ということでした。この収穫量、味とも、このお米は

すばらしいというものができました。 
田んぼというのは、日本の自然から考えたときに、飛行機から下を見ると山や川の次に

よく見えてくるのが田んぼです。田んぼの面積は非常に大きく、休耕田はもったいないで

すが、この水辺が日本の自然を守ってきました。田んぼというのは、日本の自然を悪くす

ることも良くすることもできる重要な位置にあるということがわかりました。ですから、
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田んぼに命をわかせるということは日本の自然が復活するということに等しいという意気

込みで始めています。今朝も和朝食（ご飯）にしていただいたのは、やはりそれと私たち

の命はつながっていて、私たちがこのようなお米を食べるということがイコール自然を守

ることとつながっているという、生活にまでつなげたかったという気持ちがあります。 
それは環境問題の原則なのですが、例えば大量にアメリカから小麦を輸入して、小麦ば

かり食べていると、それはお金の問題やものの問題だけではなく、アメリカの土地から微

量元素を多く吸収した小麦を輸入することになります。アメリカは窒素、リン、カリウム

は補給できますが、微量元素は補給できないのでアメリカの土地はどんどん砂漠化します。

ですから何を食べるかを選ぶことで、私たちは自然を回復させることも悪化させることも

できるというということを啓蒙していきたいと考えています。その手始めに、子供たちに

生物によってものを見る、命の視点からものを考えられる、というような意識の革命をし

たいと思いました。それには教育が大事だと思い、「メダカのがっこう」を始めたのです。 
 田んぼは 2000 年も前から、ドイツから「ビオトープ」という言葉が入るはるか前から
「ビオトープ」だったということで、このすばらしさに気が付いて、これを本当の「ビオ

トープ」にしていこうではないかと思っています。 
それでは不耕起の内容などをこれから岩澤さんにお話してもらいます。 

 
 
岩澤 今日、召し上がっていただいたご飯は千葉県成田市の隣り佐原市で穫れたものです。

ご存知のように成田というのは北総大地、スイカの日本一の産地で、お米と縁がない場所

なのです。ところがスイカの指導に青森県へ行くときに飛行機に乗って上から下を見てみ

ると、道があり町があり、山は青いか黒いかどちらかで、ちょうど実りの秋で田んぼがず

っと続いていました。私がやろうと思っているスイカ畑は全く見えませんでした。そこで

私は、何か間違えたと思いつきました。農業をやるにはお米だということを 1万 mの上空
から感じ、それからお米作りにのめり込んでしまったのです。 
考えてみると、昭和 41（1966）年までに日本一のお米を作ったのは秋田県です。私は

その米つくりを教わって千葉県でやろうということで秋田県に飛び込みました。昭和 55、
56（1980～81）年、青森県は冷害で収穫がまるでない田んぼがたくさん出ていました。当
時は県内でもまだ完全な機械化ができなくて、お年寄りなどは昔ながらの水苗代をやって

手で植えていました。その田んぼは冷害にもかかわらず 200～300kg穫れている。今の機
械化農法、いわゆる化学農法と称するものは収穫が皆無になってしまった。そのときに初

めて「これは苗作りなのだ」ということを悟りました。 
 ではその苗作りをどうすればいいのかということでいろいろ考えて、私のスイカの苗を

作る技術をこのイネを作る技術の中に取り入れようということになりました。これが一つ

の端緒になったのです。いつの間にかイネ作りを教わりに行きながら苗作りの指導者にな

ってしまいました。 
それを続けている途中で「自然農法」というものにぶつかりました。考えてみると日本

というのは何千 kmという長い列島ですので、その非常に環境の違う中で、北海道から沖
縄までどこで作ってもお米が穫れるということは、イネという植物は並大抵のものではな
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いと感じました。これを何とかしようと思い、周りを見ると実は自然の草木は耕したとこ

ろには生きていない。硬いところに根を伸ばして子孫繁栄している。イネもその仲間では

ないかという気がして、田んぼの四隅に棒で穴を空けて、日本全国で約 200ヵ所植えてみ
ました。そうすると結構穫れるのです。そこから出発しました。 
今からお話するいろいろな現象はそれらを想定してやったものではないのです。それを

想定してできれば大したものなのですが、今の科学者の研究みたいにテーマを持ってやっ

たのではなく、全く違うところから出発して、とにかく「耕さない」ということが一つの

原則でやりました。自然界には天地返し田土が一つもないのです。したがって、自然界に

は田んぼもなければ畑地もない。そこに植物が生えているのです。ですからイネ株とイネ

株の間にイネを植えようということを考えました。 
私たちが子供の頃はこのような現象は出ませんでした。ワラを持ち出して俵を作ったり、

筵にしたり、屋根にしました。今自然耕ではコンバインでワラを刻んでじゅうたんのよう

に敷いてあります。その中にイネを植える。そうすると全く違う現象が現れました。水温

が上昇してワラが分解する。ワラが分解すると、その養分を栄養源にサヤミドロという藻

類が出てきます。イネの方は硬いところに田植えをされるので、根をはろうと思っても根

がはれません。そうすると、根先の抵抗がストレスになってエチレンという非常に単純な

炭素化合物を出します。これが抑制ホルモンになって働くのです。つまり細い根が太くな

り、硬いところを突き破る、これが子孫繁栄の仕組みなのです。地面が硬ければ硬いほど

それが極端に現れました。それと同時に、地上部位は病気が出ようが、虫が出ようが、台

風が来ようがどんどん生育していくのです。しかも、1993年の大冷害に遭遇したときにこ
の田んぼだけお米が穫れたのです。日本中で穫れました。東北農政局、農水省は「なぜ穫

れたのか」と一番驚いていました。 
そこが出発点になり、全国の大学がこの農法の調査に入り学会で発表しています。不耕

起栽培というのは造語ですが、この造語がようやく公用語になったという感じです。それ

からようやく日の目を浴びるようになりました。それまでは非常に迫害に近い扱いを受け

ていました。一番難しかったのは、コンクリートのように堅いところへ溝をつけて植える

という機械開発でした。これが十数年かかりました。メーカーに聞いてみると延べで約 10
億円も開発費にかかったということです。 
今ぶつかっていることは、「農は耕すことなり」で、耕さなければ作物も花もできない

のだというわれわれの体の中に染み付いた遺伝子レベルのようなところの壁です。どのよ

うに頭の中を切り替えるかというところが一番大きな壁になっています。 
ここで、不耕起栽培をわかるために、近代農法というものがどのような農法で進んでき

たかということを含めて慣行農法との違い、近代農法が作ってきたものの間違った部分な

どを説明したいと思います。一言で言うと非常に簡単なことです。現代の農業、化学農法

というのは水田を工業化してきました。基盤整備をして、確かに“今日は水田で明日は畑

にする”というようなことも日本では必要になってきました。お米が余って減反をしなけ

ればならない。そのようなこともあり、昭和 47（1972）年から機械化農法に突入して、
栽培法から水田の整備の仕方まで大都市の上下水道の機構を全て持ち込み、用水はパイプ

ライン化して、排水溝はコンクリートの三面張りにして、暗渠排水（あんきょはいすい：
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土の中や地表の過剰な水を地下に埋設した管路あるいは透水性の水路により排水する方法。

湿田の乾田化などに用いられる）をやって水を抜くと次の日に畑になってしまう。そうす

ると生物の多様性どころではなく、水田生物は一晩で畑の生物に変わってしまうのです。

これだけ劇的な環境変化を与えると、水田の生物の多様性など望むべきもない。それと合

わせて、機械化をしたために苗作りが JIS規格で作るようになった。ある一定の基準でや
らなければ機械で上手く植えられない。先ほどお話した昔からの伝統的な水苗代というの

は JAS規格だったのです。この違いが冷害にも強いという結果になりました。 
私がこの道に入って一番苦労したのは苗作りです。20年苗作りをして、満足のいく苗が

ようやくできるようになったとき、1993年の大冷害が起こったのです。福島県の猪苗代町
で穫った同じハツボウシという品種で比較したところ、伝統的な水苗代のイネは実が入っ

て穂がたれています。逆に近代農法のものは受精せずに青立ちして実が一粒も入っていま

せんでした。畔一本隔てただけでこのような現象が起きました。畔一本離れて、一方は収

穫なし、もう一方は 10～12 俵も穫れたのです。これが日本中で起きて、農水省をはじめ
大学の先生まで腰を抜かしてしまいました。 
実は先生方よりも腰を抜かしたのは私自身だったのです。この現象をどのように説明す

ればいいのかわかりませんでした。最終的に私なりに考えたことは、環境が悪ければ悪い

ほどイネは逆説的に、反射的に強くなる。強くなればなるほど野生に近づくのではないか

という気がしました。野生のイネを作るには徹底的にイネをいじめぬかなければというこ

とで、苗作りから一貫してスパルタ教育をしました。すると、とんでもないイネができま

した。普通のイネとは違う現象です。一つ面白いことは、この水田を続けていくと、１年

ごとにお米がおいしくなるということを発見しました。これはすごいことです。 
原理的には非常に簡単です。水田というのは、イネが根を張って穴だらけにしてしまい

ます。耕さないのでその穴がそっくりそのまま残ります。不耕起を２～３年続けると、水

田は穴だらけになってスポンジのようになります。はっきり言うとトラクターで耕すので

はなく、イネが自分の根で耕している状態です。ちょうど地球の表土を作ったのと同じ原

理が水田で起こるのです。と同時に、サヤミドロという藻類が大発生します。これは縄を

なえるような非常に硬い藻類で、腐植質として土中に還元されます。堆肥を作って投入し

て行うのが有機農法と言われていますが、そうではないのです。条件を変えると、水田と

いうのは自前で堆肥を作るということがわかったのです。つまり、堆肥の製造工場になる

のです。これを重ねていくと１年ごとに水田が肥沃化してくる。それで味が良くなったり、

収量が安定したりと、いろいろな現象が出てくるということがだんだんわかってきました。 
 先ほどもお話しましたが、水温が上がってくる５月末～６月になると、水中でワラが分

解します。一般の水田は耕起して土中で分解します。不耕起栽培水田では水の中で粗大有

機物であるワラが分解すると、ワラが起点になって植物プランクトンが大発生します。植

物プランクトンが大発生すると、水中で光合成をしてリンや窒素をイネの分まで取ってし

まい、今度は二酸化炭素を吸収して酸素を出すので非常に水がきれいになるということが

わかってきました。 
この不耕起水田の溶存酸素量というのは、普通の水田の何倍もあるということがわかっ

てきました。滝つぼにあるような酸素量の多いせせらぎのような水になるのだという表現
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をしていたのですが、仙台市科学館でこの水田にセンサーをつけて衛星回線を使い、リア

ルタイムにこの水田の溶存酸素量を測定しました。そうすると、水に溶ける酸素量の限界

値をはるかに超すような酸素がこの水田から出ているということがはっきりしたのです。

同時に一般の水田を測定してみると、振幅の幅が非常に狭い。ということは酸素を供給す

る植物が非常に貧弱だということがわかってきました。とくに私たちがイメージ的にすば

らしいと思うアイガモ栽培の田んぼも測定してみると、酸素を出す植物から全てのものを

アイガモが食べてしまって、むしろ環境破壊の農業であった。数字上ではそのような皮肉

な結果が出ました。 
この不耕起水田は非常に水がきれいだということを利用して、滋賀県・琵琶湖の浄化作

戦に今農家が立ち上がっています。普通の水田は代掻きをします。最後にとろとろにする

ので、そのままでは苗を植えるとひっくり返ってしまう。ですから代掻きの後、水を落と

してある程度土が固まったところで田植え機で植えるのです。すなわち、泥水を流すとい

うことです。琵琶湖では田植え時期になると、これが原因で湖岸が２～３km ほど真っ赤

になってしまいます。それがやがて沈んで、最終的にはアオコになって水を腐らせる。 
関東と違い、関西は琵琶湖の水に頼っている人が 1,400万人いるので真剣な問題なので

す。湖岸へ行くと、「汚水を流さないようにしましょう」「水をきれいにしましょう」など

と書かれた布旗が狭い間隔で 100m くらい林立しています。ところが私たちの田んぼは、

５cm 巾で切り溝をつけていくので、そこに水が吸い込まれて流しようがない。一滴も汚

水を流させない。 
普通イネというのは間断灌水、水を入れたり落としたりということをするのです。ある

程度生長が終わると、中干しといって水を全部落として畑のような状態にします。不耕起

水田では、それを一切やらずに水をずっと張りっぱなしにします。そのために一定の酸素

量をイネ刈り直前まで供給している。これがこの不耕起水田の特徴です。今、例えば 10
日なら 10 日間、水を張りっぱなしにした水田の溶存酸素量の多い水を琵琶湖へ流す。そ
して琵琶湖の汚れた水を田んぼに上げて、田んぼによって浄化をしてリサイクルできない

かという発想で琵琶湖の浄化作戦が進んでいます。 
この不耕起水田はサヤミドロという藻類が大量に出ると言いましたが、実はサヤミドロ

だけではなく、緑藻、藍藻、珪藻といったあらゆる植物プランクトンが大発生します。そ

うすると、植物プランクトンが大発生するということは、それをエサにして動物プランク

トンが発生する。次が小動物、すなわちトンボ、タニシ、ドジョウ、メダカまで発生しま

す。要するに生物多様性の水田、私たちの子供の頃にも経験したことのないような劇的な

ことが、この不耕起水田で起こるのだということがわかってきました。さらに、水田の生

態系の頂点である鳥類がこの田んぼでは非常に多く、イネが生育している間、朝晩何十匹

となくツバメが来ますし、サギもやって来ます。 
ラムサール条約に入っているマガンの南限が伊豆沼（天然記念物：宮城県北部、築館町

他に面する浅い湖）になっています。そこから南に下がらないのです。昔は皇居まで来た

そうですが、われわれの生活様式が変わったために彼らはそこに追い込められてしまった

のです。それを何とか南下できないかということで、宮城県・田尻町で不耕起水田をやっ

てみました。70ha の自然耕の水田を作り水を張ってみたら、なんとそのマガンが田尻町
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に南下したのです。学者から農家から全ての人が「あの野生の強いマガンが絶対そんなこ

とはあり得ない」と言っていたのですが、それが移動してしまったのです。一昨年、ラム

サール条約の国際会議がコスタリカであり、そこで「世界でとんでもないことが起こった。

人工的に条件を作ってあの野生のマガンが南下した。世界に例がない」ということで発表

会までやったのです。やがてラムサール条約に田尻町が入ると思います。 
そして先ほど中村理事長がお話しましたが、今、夢中になってやっているのが佐渡島の

トキです。今年 18 羽になっています。５年後には 100 羽になるのですが、これを放さな
ければならない。そこで佐渡島に行ってみるとエサが全くない。田んぼにドジョウ１匹ど

ころか何もいない。このままではトキを放してもしかたないので、ドジョウからタニシか

ら全ての水田の生物を回帰させようということで、今年、不耕起栽培に挑戦して大成功し

たので、今月（11月）23日に収穫祭に行きます。 
もう一つは田尻町の水田を見て、福島県の郡山市でもやりました。１匹も来たことのな

いハクチョウが、今春 300羽も来ました。おそらく来年は 500羽以上になるだろうという
ことで、今年は不耕起水田の面積を増やしています。 
（以下 OHP使用） 
このように水田というのはすばらしいものでした。では、そのすばらしいことを皆さん

に知ってもらうには、どのようにすればいいのか。そこで中村理事長と相談して、この写

真のような不耕起栽培水田のミニ版を作り、10年後の大人である子供たちにこの水田の自
然の循環と、環境問題、食の問題を含めて勉強してもらおうということになり、5,300 組
の「ミニビオトープ水田」を考えました。これはコンクリートのマンションの屋上であろ

うが、10階であろうができるような仕組みを作りました。 
この写真はトンボです。トンボというのはヤゴが生育しなければいけません。トンボは

肉食です。したがって、肉食のエサがなければトンボというのは飛び出しません。田んぼ

には卵が産んであります。これまで私たちは、水田を耕起することでその卵を土の中で殺

していたらしいのです。ところが、不耕起ではそれを触らないために全部が孵化する。ト

ンボが食べるエサもこの水田にはある。歩いてみると、飛び出したトンボで向こうの景色

がかすむくらいなのです。こんな数のトンボは私が子供のときにも見たことがありません。

千葉県・佐原市でこのような現象が起きるのです。この水田を作ると日本国中でトンボだ

らけになってしまうのではないでしょうか。 
 次の写真はタニシです。タニシというのは、調べてみるとエサは藻類です。藻類が完熟

堆肥にすると２～３ｔも飛び出してくるのですからタニシにとっては無尽蔵のエサがある

ことになります。それこそ地面が見えないほどタニシが飛び出してくる。そこへもしホタ

ルが入ると、タニシは１年中卵を産んでいるので、さらにエサが無尽蔵にあるのでホタル

が劇的に孵ることになるでしょう。ただ残念ながら、私の水田では種切れになってしまっ

ていてホタルがいないので、今度、成虫を放してみようと思っています。 
 写真は宮城県・田尻町のマガンの写真です。不思議なことに、マガンというのはくさび

形などになって列を作って飛ぶのです。しかも何百メートルという高いところを飛びます。

下にイネ刈りした不耕起の水田があると、人間にはコンバインでイネ刈りをした田んぼか

どうかなどの見分けはつきませんが、彼らは 300mも上空から感知して、一斉にこの田ん
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ぼに降りてきます。これはハクチョウも同様です。いまだにこれがなぜかわかりませんが、

この問題は日本中で起きています。 
 写真は福島県郡山市で、田尻町を真似て水を張ってみたらコハクチョウがだんだん増え

て、今年は 300羽、来年は 500羽程度来るであろうということで、一つの名物になり始め
ました。 
 写真は千葉県佐原市です。上の方に見えるのはイワツバメです。約 100～200 羽がコン
バインでイネ刈りをしている上を飛び交います。周り中にアマサギとコサギ、他にムクド

リとスズメもたくさんいます。夕方になるとミミズクが毎日来ます。大きなフクロウが来

る場所もあります。生態系の頂点は猛禽類なのです。猛禽類が来るようですと、一応生態

系は完了していると考えていいと思います。 
 写真はは新潟県佐渡島で、今年初めて不耕起栽培に挑戦した人達の水田を私たちが視察

に行ったところです。農家の人の心配は耕さずに米が穫れるのかということで、イネ刈り

の日まで信用できない。トキのセンターがある新穂村は村会の議決を経て、「もし減収した

ら２万円までは補償する」ということまでやって、今年約７人の方で２haの水田が不耕起
栽培をやりました。幸いにも一銭も予算は使わずに済みました。 
 ここで、科学的なことになりますが地球温暖化との意外な関係ということで、メタンガ

スや CO2の問題でご説明したいと思います。 
 日本のメタンガスの排出量の約 24％が水田から出ているという試算があります。これは
切りワラ、切り株を田んぼの中に鋤き込むと、嫌気性菌であるメタン細菌が活動して大量

のメタンガスを発生します。農水省で調べたところ、普通の水田では最大値 10ａあたり
65kg という数字が出てきました。不耕起の田んぼは最大値５kg でした。それは耕さない
のでメタン細菌のエサがないということです。それで計算していくと、今の日本の田んぼ

200 万 ha で、10ａあたり 60kg ですので大変な数字になります。メタンガスは CO2の容

積比で約 20倍の地球温暖化に寄与しています。重量比では 58倍です。これを CO2に換算

すると、約 7,000万ｔです。お金にすると何兆円かの CO2の削減につながるのです。農水

省が一番注目しているのは、メタンガスの発生を抑制する技術なのです。 
ここまでの説明で、不耕起が非常に環境にやさしいということがはっきりしてきたと思

います。それと同時に、レスター・ブラウンは「21 世紀は水の世紀だ」と言っています。
ご存知のように日本の水利権というのは、江戸時代から私たち農民が持っています。不耕

起の田んぼは深水を管理して、水を絶対に流しません。水を流さないということは非常に

多く水を使うような錯覚をするのですが、一般の水使用量の約半分で済むのです。 
年間降雨量 1,800mm もある日本、世界で一番降水量の多いアジアモンスーン北側の日

本でも、これから水という問題は非常に深刻な問題が出てくるだろうと思います。私たち

がいる佐原市は、利根川が群馬県の方から銚子へ流れているのですが、防潮堤を作り霞ヶ

浦の水を江戸川まで持ってきて東京都の水がめにしようと、利根川を逆流させる計画でス

ーパー堤防を作っています。そのような時代なのです。 
このような時代になぜ水を使わない農業をするのかというと、水が約半分以下でこの栽

培はできるからです。その代わり、完全な止水の畔から水が漏らないような工作をしなけ

ればいけませんが、水田から水がなくなるということは、人間が排水するか、横浸透でな
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くなるのです。水は縦浸透でなくなることは非常に少ないのです。ですから水を完全に遮

断する技術は、薄いポリエチレンのフィルムを側面に貼るだけで約 90％は可能だというこ
とがわかり、そのような手法をとっています。 
このように、水とメタンガスの発生ということから言うと、それだけでも非常に環境に

やさしい農業であると自画自賛しています。 
また、耕さないという部分での省エネ。普通の慣行栽培ですと５回くらい耕して、不耕

起ですと全く耕さないという部分の省エネ効果についてお話します。 
 耕すということは大きなトラクターを使います。トラクターを考えてみると、ものすご

いエネルギーの塊なのです。それに石油を使わなければ動きません。現在の稲作農業では、

イネ刈りをやると秋興し、寒中に寒興し、春に春興し、粗代掻いて本代掻いて、という具

合で最低５回トラクターを使います。不耕起はこれを一切やりません。石油を燃焼しない

というだけでも非常に環境にやさしいのではないかと考えています。 
 それと合わせて、もっと大事なことは、化学肥料も農薬もエネルギーの塊なのです。こ

れもほとんど使いません。そのような面も計算していくと、不耕起栽培は非常に環境にや

さしいイネ作りです。「エネルギー省費型」のイネ作りであると自負しています。 
 
 
中村 耕さない田んぼのすごさというものを知れば知るほど、実際に見ていただきたいと

思うのです。今は、10年後大人になる子供たちに、この田んぼの中で「田んぼの生態系」
を経験してもらおうということで、今年 5,300のミニ田んぼのセットを子供たちの手に渡
しました。小さな発泡スチロールの箱に、地元の小学校の土を敷き詰めます。その上にセ

ットの田んぼの土を 300g 乗せて、切り株やワラを置き、去年のイネの古株を埋めてそこ
に水を張ってもらう。それが落ち着いたところに苗を植えます。その苗がやはり普通の苗

ではなく、不耕起栽培用に育てた成苗を棒で刺して植えてもらう。すると硬い土でも根を

張り、そこに１週間ほどすると藻類やミジンコ、水草などが少しずつ出てきて、最後には

サヤミドロもわきます。 
その過程で、メダカは自然に増えるというところを見てもらいました。メダカは卵から

孵ったばかりのものはすぐに親に食べられてしまいます。もともと卵はエサでもあるので、

半分以下になってしまいます。そのような状態ですので、普通の水槽では絶対に増えませ

ん。ところがミニ田んぼの中だと、藻類があり隠れるところがあるので増える方が多く、

ちょうどこのミニ田んぼの中で飼えるだけの分量は増えます。それを子供たちが観察して、

いろいろな観察記録を送ってくれています。日本はやはり瑞穂の国ですのでイネを食べて

生きていますが、イネのことを何も知らなかったのだと思いました。今年、私が自分でも

たくさん栽培し観察したにもかかわらず、それをはるかに越えた観察記録や作文がきて、

私などは舌を巻くほどです。イネが何日間かかって液体のような中身がちゃんと食べられ

る硬いものになっていくか、オシベのかたちや、咲いた時はどうであったかなどをずっと

観察した記録を送ってくれました。私は、子供たちにこれだけ効果があるのかと、期待以

上のものを感じました。とくに佐渡で新潟県主催の「トキを軸とする島作り」に参加させ

ていただいたのですが、そのときに佐渡の行谷小学校５年生の発表がありました。田んぼ
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の生態系のトップがトキであるならば、生態系の下の方の小さな生き物たちがどれほど必

要であるかということについて自分たちの観察したことを述べて、不耕起の田んぼが増え

ればトキと人間は共生できるというような発表でした。それが新潟県一に選ばれて、今年

12月２日には国立科学博物館で全国 10の小学校に選ばれたという成果も出ています。こ
の教材がいかに優れているかということがわかり、今年だけでも思った以上に成果があり

ました。 
 私たちが言いたいことは、もちろん子供たちにそのようなことを知らせていくことと、

これをますます充実させていきたいということ、そして今、岩澤さんから説明がありまし

たが、やはり農家の方も田んぼ自体のことを知りませんでしたし、どれくらいの小さな生

き物がいてどのようになっているのかということも農家の人たちも知らない。そして都市

の人も都市部で食べているだけで何も知らない。生態学者だけはよく研究して知っている

ので、「農薬を使うな」とよく言いますが、その三者が共に田んぼの中の生き物のことを知

り、イネの生育を知り、そして生態学者も共に農法を知り、お互いに知り合うということ

で意識が変わっていくのだと思います。 
今年、佐渡島でメダカを放して増えたところの方は、「メダカがかわいそうで水を落と

せなくて、手で刈った」というように、やはりそこにいるものを知ったときには農薬の空

中散布もできなくなると思うのです。やってはいけないという話ではなく、意識の面から

変わっていく。今、佐渡でもトキの野生化など全く考えていない人の方が多いです。意識

の問題も、今は意識の高い人だけが始めたのですが、がっかりするようなこともあるくら

いその差は激しく、「トキの為に○○をする」というと、「トキの犠牲になりたくない」と

いうような意見もあります。しかし、やはり小学生や、それを知ったお母さん方が「ああ

そうか、そのようなお米を食べればいいのか」など、お互いに生き物の事を知っていくだ

けで視点が変わってくると思うのです。 
命の視点からものを見る農家の人がいて、命の視点から何を食べればいいのか考える都

市の人がいます。そして命の視点をもっとわかりやすくするために溶存酸素の実験データ

などを測定し研究する生態学者がいます。彼らは私たちにわかりやすくデータで証明して

くれたのです。岩澤さんは今まで「すごいぞ、すごいぞ。水がきれいだ」と言っていただ

けで溶存酸素がどうだったのか、phがどうだったのかということは何も説明できませんで
した。そこに学者や研究者が入ってそれを証明してもらう。そしてお互いに知り合うとい

うことをしていきたいと思い、これが教育の本当の意味だと思っています。「メダカのがっ

こう」はそこを最も強力に推し進めていきたいと思っています。 
そして皆様方にもこれを応援していただくにあたり、今日お米を食べたように生活の土

台の部分から、何を食べれば日本の美しい自然が守られるのかというようなことをそれぞ

れの関係者に広めていただき、このお米を食べていただけるように社内で薦めていただい

たり、このお米を使って商品開発をしていただいて、このお米を使うことで美しい日本の

自然が守られるのだということで応援していただきたいと思います。今は健康ブームです

が、その健康ブームも地球の健康を守ることがまず第一で、そうすると次第に私たちが健

康になる。そのくらいの意識の改革が必要だと思います。 
本当に健康に良いものならば地球を壊して地球の裏側から何か掘ってきてもいいとい
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うような意識ではなく、やはり地元の山や川、水、空気を守っていくような農産物を食べ

ることで、最後に私たちの健康が守られるのだというようなところまで高めていければと

思っています。 
 
 
三橋 ありがとうございました。意外性に満ちた話であったと思います。私から質問させ

ていただきますが、佐渡島で不耕起栽培を始められたのですが、このイネは岩澤さんの方

から苗木を持っていかれたのですか。 
 
 
岩澤 これは新穂村の村長、本間氏が私の家に来て、「５年後にトキを放す」ということで

トキのエサ場を作ってくれというのが端緒でした。私は「私たちの水田は、メダカだろう

がタニシだろうがドジョウだろうが、２～３年もやれば下が見えないくらい出るのだから

できるだろう」と簡単に考えていました。いろいろ調べてみると、佐渡島は離島法による

資金が余っていました。昔トキがいた場所まではコンクリートで排水路が完備されていて、

島中、ヘリコプターで農薬を散布していました。みんなの話を聞くと「農薬がなければ米

は絶対にできない」とか、「空中散布を止めれば佐渡島で米作りができなくなってしまう」

という話になり、トキを放す話とお米を作る話とは非常に乖離があったのです。これは大

変だということから、イロハのイの字から教えるほかないと思いました。 
意識改革はまず子供たちからということで、保育園から中学まで全部にミニ水田を作り、

次に教育委員会や校長先生、農家の人を集めて「このようなイネ作りだ。やるならば苗つ

くりから全て教える」ということを説明しました。やろうというところまで行くまでは新

穂村の中でも相当葛藤があったと思いますが、ようやくやろうということになりました。

教える方の私たちもいろいろと作戦を練りました。毎日行っているわけにもいきませんの

で、難しい問題がありました。今年はイネ刈りをしてみると、非常に上手くいってお米も

おいしい。先ほどお話したように行谷小学校などは結果を発表する段階まで来たというこ

とで、相当、島民意識が改革されてきているので、来年は飛躍的に延びるであろうという

予想をしています。 
 工業的に作るイネ作りと自然のイネ作りは大きく違います。機械植えというのは、2.5
葉の稚苗を植えると草丈は 20cmにもなります。そのイネは自然温度で生育させると４cm
にしかなりません。それが 20cm になるということは異常なのです。苗に力がないので大
量に植えるのです。２～３本しか植えなくていいのに５本も 10 本も植える。それでも力
がないので窒素を多量投入する。次は農薬で固めるのです。これが今の科学農法の図式な

のです。ですから農薬を減らすということは、逆算すると最終的には苗作り行き着く。１

本か２本植えても充分茎数が穫れるような力の強いイネを作らない限り、農薬を断ち切る

ことはできません。強いイネを作るにはどうすればいいのかというと、野生化させればい

いということがわかりました。 
 ですから考えてみると難しい話ではない。非常に簡単で、私たちの意識を少し変えれば

できることなのです。しかし、その少しがなかなか難しい問題がありますので、是非みな
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さんからも啓蒙していただいて、応援団を組んでいただきたいと思います。 
 
 
三橋 佐渡島で最初にやったイネは千葉県から持っていかれたのですか。 
 
 
岩澤 そうではありません。佐渡島で全部作りました。 
 
 
三橋 もう一つ、発泡スチロールのミニ田んぼはなかなか面白いと思うのですが、外に置

いておいて水が乾燥してしまうとメダカなどは死んでしまわないのですか。 
 
 
中村 実際には、毎日、水を足しているところが多かったと思います。しかし、発泡スチ

ロールですので夏の熱には強いです。中で 35～36℃になってもメダカは死にません。それ
以上の温度にならないように発泡スチロールにしました。水を足しているので、世話係の

子供は大変です。一人一人に分校長認定証というものを発行しているので、自分は分校長

なので守らなければいけないということで、やる気を持ってやってくれています。 
 
 
岩澤 藻類がわくと苗に藻がついてきて、水分の蒸散が裸の状態よりも少ないのです。今、

全農がやっているバケツイネというのは、水温が上がりすぎてメダカが死んでしまうので

す。それでいろいろと考えて発泡スチロールでやってみたら、メダカの生きられる範囲内

で水温の上昇が止まったということです。都会でやるには、発泡スチロールは抵抗はある

のですが、断熱材としては一番いいような気がします。 
 
 
山路 現在、自然耕をやっている田んぼの広さは全国でどのくらいあるのですか。 
 
 
岩澤 完全な自然耕はせいぜい 100町歩から 300町歩（１町歩：約 9,920㎡）の間だと思
います。機械開発をやる前に何とかする方法はないかということで、代掻きのときに水平

にするもので地表を５cmほど削りました。それが 30万～50万 haできています。苗作り
に自然の温度を使って苗の徒長を止めています。「プール育苗」を提案したのですが、これ

は 50万 haを越すほどになっていると思います。あまりにも長く機械開発に時間がかかり
ました。一つのメカニズムで日本中の水田の土壌を制覇するということは至難の業で、私

がこの活動を始めた頃は３馬力が田植え機の馬力数でした。10年経ったときには軽量小型
で高出力のエンジンが開発されて、16馬力になりました。始めた頃のトラクターのエンジ
ンが今の田植え機には付いているということです。 
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山路 発泡スチロールの田んぼは、セットを作って販売しているのですか。 
 
 
中村 そうではなく、このセットは去年のイネ株とワラと田んぼの土をまず送っておいて

から今年の苗そしてメダカ、と３回に分けて送るのです。発泡スチロールは 20cm 以上の
深さのものを各自用意していただきました。 
 
 
山路 「メダカのがっこう」に申し込むとそのように送っていただけるのですか。 
 
 
中村 発泡スチロール以外は送らせていただきます。メダカの飼い方や田んぼの作り方は、

「分校長ノート」という教科書のような教材が入っているので、それを見て作っていただ

きます。 
 
 
岩澤 メダカというのは日本に少しずつ遺伝子の違うものが大きくわけて約 10種類あり、
厳密に言えば水系ごとに違う種類のメダカがいると言われています。したがって、遠くに

は輸送できません。放流しないでほしいということで、メダカの出生証明を発行していま

す。「どこの水系のメダカです」ということをはっきりとさせているのです。文部省がやっ

ていたのはヒメダカで、金魚に近い品種です。東京ではメダカを放しても交雑する野生の

メダカがあまりいません。先日のテレビで東京にも池がありメダカがいるところがあると

いうことでしたので、遺伝子の違うメダカがいるのかもしれませんが、東京には送ること

ができます。しかし、利根川のメダカを大阪に持ってくるということはできないだろうと

思います。大阪の方は大阪の方で東瀬戸内メダカというメダカがいます。これは滋賀県で

飼っていて大阪に出ているのです。一番複雑怪奇なのが九州で、九州には４種類の遺伝子

の違うメダカがいます。ですから私たち「メダカのがっこう」も日本国中完全に制覇はで

きず、約７割です。一番安定しているのは北メダカで、日本海側の青森県から京都の丹後

半島までのメダカはほとんど遺伝子が狂っていない。したがって、その振り分けが非常に

難しく、その中でも境界線が難しいのです。ハイブリッドがいて、どちらなのか私たちに

もわからないというところがあり、これは地元の大学や専門家の方に見分けてもらわなけ

ればわかりません。そのような場所が日本には多くあります。 
 
 
後藤 今、普及という点で何が一番ネックなのでしょうか。意識の問題とお金の問題を抜

きにして、制度（システム）あるいは農協なのか通産省なのか。制度的な面でのネックで

何に一番困っているのか。教育と意識の問題というのは時間がかかりますし、お金の問題
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というのはいろいろあろうかと思いますが、ここのメンバーはそれぞれ力のある人もいら

っしゃるので、普及するに際して何が当面のネックであるのか、どのようなことを希望し

ているのかを教えて下さい。 
 
 
岩澤 一番目に付く問題は農薬です。農薬というのは毒物劇物取締法においてランクが普

通物、劇物、毒物になっています。普通物も、どこに焦点を絞っているのかというと、魚

毒性なのです。すなわち、「この薬は水の中に散布してもメダカは死にません」ということ

で普通物として飛行機で撒いている。ところが、実際にメダカは何を食べているかという

と、植物プランクトンを食べています。メダカは死にませんがエサは死んでしまうのです。

一般の殺虫剤は大丈夫だというのですが、ミジンコは死んでしまいます。結果的にエサが

なくなることで水田の生物の多様性が損なわれてしまうのです。 
今年２月、農水省から「有機農産物を作るところは空中散布は免除するように」という

通達が出ているのですが、実際現場に行くと、「ヘリコプターで撒かなければお米は穫れな

いのだ」と完全にマインドコントロールされていて、「私のところは空中散布をやらない

よ」というと村八分になってしまうということがあり、なかなか非常に難しい問題です。

もう少し強力な通達が出ると非常にやりやすくなると思います。佐渡島も空中散布をやめ

ない限り、トキは放せないと私は思っています。これは日本全国で大変な問題です。しか

し、空中散布をやめた地域が非常に多く出てきていることは事実です。ですからもう一歩、

何かアクションが必要なのではないかという気がしています。 
 
 
三橋 本日はお忙しいところありがとうございました。 
 
終 


