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「学究生活50年を振り返って」
―佐藤会長インタビュー―

聞き手：広報委員会委員 広瀬 伸

１：農業土木への道
――　東京でお生まれで，中学まで松本におら
れたということで，先生の農村のイメージはそ
こに強く影響されている，とかつて書かれてお
られます。農村を研究の対象にする農業土木を
選ばれたきっかけというのはどういうものでし
たか。

【佐藤】　高度経済成長時代で，器用だったこと
もあり家族にエンジニアと期待されて機械工学
への指向もありましたが，東大薬学部にいた又
従兄弟の勧めで薬学部に進もうと理科Ⅱ類に入
学しました。
ところが進路選択の段になって，クラスメー
トの岡本芳郎＊にそそのかされ，また当時，八
郎潟干拓や黒部ダム建設など大規模なインフラ
事業が華やかなこともあって，そういう成り行
きで，進学振り分けでは志望を農業土木にした
のです。作家堀田善衛の，インドの貧困とビア
フラの飢餓を解決できれば人間としてなにがし
であろう，という一文に接したことも，農学を
考えるきっかけとなりました。
――　試験管を振るよりも，八郎潟でも黒部ダ

ムでも，そういうものを造るのが学の目標だ，
とイメージが明確ですね。先生が言われる「実
学」の重要性，楽しさに関わってきますね。今
の大学で，さて，そのように明確なビジョンを
提示できているのかどうか。

【佐藤】　ただ，農業土木コースに決まって，教
養の２年の後半に専門の入口を学ぶのですが，
それでも農業土木って何かよくわからなかっ
た。本郷に移ってから農学部の図書館で，農林
省農地局監修の『日本農業と水利用』（1960）
を見つけました。農地局が関わっている仕事が
まとめられていて，水資源がどうのこうのと書
かれていたのです。そうか，こんなことをする
のかと，そこでイメージがつかめました。事業
の説明というより，もう少し一般教養的にまと
めた印象の本で，非常に勉強になりました。そ
んなガイドって大切ですね。

２：研究生活の始まり
（１）新沢嘉芽統先生
――　専門に入られて，新沢嘉芽統＊＊先生に
就かれます。どういうきっかけでしたか。

農業土木の実践は研究と表裏一体となって形成され，進展してきたといえる。このたび，佐藤洋
平会長（2015 ～）に研究生活の歩みを披露していただいた。50 年に及ぶそのライフ・ヒストリー
からは，研究の内容のみならず，キャリア形成，現場や実践との関わりなどについて多くの示唆が
もたらされ，協会活動および個々の会員の活動に益するところ大なるものがあるに違いない。

＊	 おかもと	よしろう。1943-。農林水産省構造改善局次長を経て，元衆議院議員。
＊＊	しんざわ	かがとう。1912-1996。元東京大学教授。著書に『土地改良論』（1955），『河川水利調整論』（1962）ほか。

右が佐藤会長，左が広瀬委員
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【佐藤】　新沢先生の講義が私の感性に一番合っ
たのです。小出進＊先生との共著，『耕地の区
画整理』（1963）は一応教科書でしたが，講義
ではこんな話をするだけなのです。「農道はど
ういうふうに付ければいいか。理屈はあるだろ
うが，どこの農道がよく使われて，どこは草ぼ
うぼうで使われていないか，見ればわかる」。
通常の設計の説明など一切なしで，見ればわか
るとだけおっしゃる。そういう見方で物事を見
るのかと，僕の感性にぴったりだったので，卒
論はこの先生の所でやろうと思ったのです。
――　『耕地の区画整理』は区画の話からでは
なく，まさに道路の，どういう路線を選ぶかか
ら始まります。また，現地をよく見て問題を拾う，
ということで，小出先生は 500 戸に面談したと
あります。我々の原点だなと改めて思いました。
ところで，新沢先生は〈水〉の大家でもあり
ますが，〈土〉の方を選ばれたのは，やはり圃
場整備への関心からですか。

【佐藤】　先生の最初の弟子は小出さんで区画整
理，その後が華山謙＊＊さんでダムの水没補償
と，弟子に何をさせようというイメージを持っ
ておられたようです。小出さんとの『耕地の区

画整理』はフィジカルなものが中心で，換地や
集団化には言及したものの，換地はもう少し
ちゃんとさせないといけないと思われていたよ
うです。
――　『耕地の区画整理』には，区画整理は集
団化をしないと意味がないとして，換地関係に
相当なページ数を割かれています。問題意識が
よくうかがえます。

【佐藤】　先生はまた，「水理学とかの研究は世
界中の学者がやっていて，それと伍して勝つの
は大変だ。換地は誰もやってないからやれば直
ちに第一人者になれる」とおっしゃった。その
言葉に完全に惚れたんです。それから，宮城県
の迫
はさま

町（現登
と

米
め

市）に圃場整備した所があるの
で，そこをフィールドにしたらと，現地案内を
してもらいました。そこで自分の方向が決まっ
たということですね。
――　新沢先生のご著書は社会科学的な見方が
非常に強いので，特別な訓練とかはされません
でしたか。また，ご一緒に調査に行かれる機会
も多かったのではないですか。

【佐藤】　訓練はありませんでした。フィールド
へ案内され，現地の人に顔つなぎされて，後は

＊	 こいで	すすむ。1929-2008。元東京大学教授。著書に『畑地整備と営農改善』（1972）ほか。
＊＊はなやま	ゆずる。1939-1985。元東京工業大学教授。著書に『補償の理論と現実』（1969），『現代の土地神話』（1981）ほか。
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1942 年東京生まれ。一般社団法人農業土木事業協会会長，一般社団
法人フードビジネス推進機構代表理事。
農学博士；東京大学名誉教授；国際農業工学会フェロー；日本農業工
学会フェロー；武漢測絵科技大学（現，武漢大学）名誉教授。専門分
野：地域環境工学。
東京大学農学部を卒業，1972 年東京大学大学院農学研究科博士課程修
了（農学博士）。東京大学農学部助手，宇都宮大学農学部助教授，筑
波大学社会工学系教授を経て東京大学教授（大学院農学生命科学研究
科），専攻長，東京大学評議員を務め，2004 年定年退官。同年東京農
業大学国際食糧情報学部教授，2005	年独立行政法人農業環境技術研究
所理事長（～ 2011）。この間，農村計画学会長，農業土木学会長，国
際水田・水環境工学会（PAWEES）会長，国際農業工学会（CIGR）
理事，日本学術会議会員，食料・農業・農村政策審議会委員（農業農
村振興整備部会長），財団法人農村整備総合情報センター理事長，国際
かんがい排水委員会（ICID）日本国内委員会委員長などを歴任。
著書に『日本が誇る	世界かんがい施設遺産』（東方通信社）など。
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ほったらかしでした。先生の調査はほとんど
〈水〉でしたので，調査をご一緒する機会もほ
とんどなかった。ただ，現地に行く前に地図や
資料を徹底的に調べよ，現地に入ったら全部忘
れて真っ白にして現地を見よ，と言われていた
ことを覚えています。
ダムの水没補償の華山さんの研究で水没移転
者のヒアリング調査や，新沢・華山『地価と土
地政策』（1970）の際に，華山さんが農家にヒ
アリングしてデータを集める手伝いをして，イ
ンタビュー調査の仕方を見よう見まねで覚えま
したね。
――　「換地」のテーマと現地を与えて，後は
自分でやれという感じなのですか。

【佐藤】　卒論を書いて，読んでもらって，それ
で終わり。卒論を入れて６年間，いわゆる「指
導」，ゼミをやって机に座って指示を受けるよ
うな指導は受けたことがない。もっと広い意味
での指導というか，博士課程からは先生と一緒
の部屋に机を置かせていただいたので，日常的
に背中を見て育てられたと思う。先生に飲みに
連れて行ってもらって，いろんな世の中の思想
家の話とかを雑談の中で聞くとか，何事にも興
味を持ちなさいと言われたとか。そんな会話の
中に覚えていることが血肉になる。その中で鍛
えられたと思います。
――　学生時代に『農業剰余価値形態論』（1954）
から読み始めた新沢先生の，“ 論理の権化 ” の

ようなイメージとはだいぶ違いました。今時な
かなかない過ごし方だったのですね。
ところで，先ほどの入口になったインフラを，

「造る人」にではなくて，「考える人」，「見る人」
に，要するに研究者になられたのはどういう経
緯からでしょうか。

【佐藤】　サラリーマンがあまり好きじゃないと
思っていたところに，父親が大学院に行っても
いいと言ってくれた。２年で社会に出すつもり
だったかもしれませんが，私は，博士の学位を
取って研究者になるのが大学院に行くことだと
勝手に理解していました。
かといって，研究者になるほど頭がいいと

思っていない。どうしようかと新沢先生に相談
したら，能力があるかどうか，５年やらないと
わからない，と言われて，「じゃあやります」
とその場で答えを出しました。成り行きみたい
な感じですね。
新沢先生の指導として言われたことに，「学

問をやってはダメだ」というのがありました。
「現場の問題を解決しなさい。それが君の役割
だよ」と言われたので，それを守っているつも
りです。

（２）換地の研究
――　博士論文では，従来の採点法ではなく，
「序列換地方式」という新しい換地の方式を考
案されました。論理的に考えるだけではなかっ
たと思うのですが，現地で従来の方式が具合悪
いとか，そういうのがあったのですか。

【佐藤】　どういう理屈でやればいいのか，すご
く悩みました。あちこちずいぶん調べると，ほ
とんどは採点法でしたが，土地の肥沃度などか
ら点数を付けても，多くは皆の意見に合わせて
丸く収まるように直しているんです。
土地の評価には，地代論的には位置（距離）

と豊度（肥沃度）という２つの要素があります。
ところが肥沃度の方は，今言ったように加減で
きる。で，その土地が家からどれくらいあるか
測った距離で並べ直してやればいいと考え，序
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大学３年時の利根川流域見学旅行
八木沢ダムにて（1965 年夏，佐藤会長は左端）
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列方式となったのです。
――　採点法の不具合が解消されて，先生の方
式が採用されたのですか。

【佐藤】　必ずしもそうなりませんでした。換地
を所掌する農林省の管理課が推奨してきたのは
採点法で，うまくいかないというので，いろん
な方式ができてきた。
けれども，農家はやっぱり原地換地主義なの
です。原地換地も全くの従前と同じ原地じゃな
く，原地で比較的集まっている所を母地として，
そこに集まるようにする。だから，換地後に集
団化されても，幾つかに分散された形になる。
――　先生のご研究されたのは 1970 年代の初
め頃のことですから，集団化はなかなか進まな
かったのですね。今は圃場整備も事業の実施要
件で，将来の担い手農家に土地を集積する「担
い手育成方式」になりましたが。

【佐藤】　換地なんて農業土木じゃないと思われ
ていた時代でした。管理課の下にあった中央換
地センターで大学院時代からずっと委員をさせ
ていただき，高尾（八王子市）にある農林省の
研修所で行われていた換地講習会に参加させて
いただいたのです。非常にラッキーでした。

３：本格的な研究生活
（１）東京から筑波へ
――　ドクターを取られて助手になり，職業的
な研究者としてスタートされました。
当時，農地の転用やスプロールが相当あって，
道路や水路を生み出す創設換地や住宅地などの
非農用地を設定する異種目換地など，解決に必
須の手段が制度的に整えられてきました。換地，
集団化から，そういう手立てで土地利用を整序化
し，合理的な土地利用を形成するという方向に進
んで，農村計画へ発展していかれたのですね。

【佐藤】　管理課の委託調査で現地調査を毎年や
るなかで，ずっと集団化が問題だったのがやが
て非農地の換地などが重要になってきました。
農地転用と換地という絡みで集団化や評価をど
うしたらいいかとか考えてきて，土地利用計画

に広がってきたという感じです。
中央換地センターでずっと換地制度研究会の

委員をさせていただいて，ずいぶん勉強させて
もらいました。実際の問題を解決するための制
度的検討をする委員会でしたので，非常に勉強
になりました。
――　それから宇都宮大学の１年を経て筑波大
学に行かれて，その後，東大に戻ってこられま
した。その間，農村整備，農村計画のご研究を
続けてこられました。

【佐藤】　農村計画とか農村整備を勉強させても
らったのは，農村開発企画委員会でした。大学
院生の時，企画委員会の創立大会の裏方で記録
を取らされて以降のつき合いです。いろんな調
査をお手伝いする中で農村整備とか農村計画を
自然に身に付けた。
――　筑波大におられた頃に立ち上がった
（1982）農村計画学会では，後に学会長にもな
られました。農村計画や農村整備を目指すと，
農業経済の人とか社会学とか建築とか，いろい
ろな分野が関連してきますが，彼らとのつき合
いはどんな具合でしたか。

【佐藤】　私の研究生活に影響があったのは，新
沢先生に指導を受けたことと，筑波大の社会工
学系に在籍したことだと思っています。
社会工学系のスタッフは全部で 80 人ぐらい，

経済学と経営工学と都市計画，それぞれがだい
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筑波大学社会工学系佐藤研春ゼミ合宿
御前山青少年旅行村にて（1996 年３月，佐藤会長は前列
中央）
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たい３分の１ずつです。農業土木は私が１人い
るだけ。ほとんどが数量系の人たちの中で，普
段からゼミナールなどに顔を出したりして，彼
らと日常的につき合うことで，一挙に自分の視
野が広がりました。
――　学生に対してはどうでしたか。

【佐藤】　アメリカ流に１スタッフ１ファカル
ティーで，それぞれが研究室を持って卒論とか
修士論文やドクター論文の指導をする。１人で
手取り足取り，全部指導しました。
卒論の学生をとことん指導するとものすごく
いいものができる。私は職住近接，学生もほと
んど地方から来て寮ですから，夜中 12 時まで，
正月もなし。そうするとすごくいい卒論になる。
やっぱり学生というのは指導すると違います。

（２）再び東京へ
――　筑波大から「農地環境工学」研究室の教
授として東大に戻られました。いかがでしたか。

【佐藤】　東大の農地工学研究室は日本の農業土
木の最初の研究室で，そこの教授ということで，
身が引き締まりました。学生もトップであるべ
きという教育をしたいと思いました。
「農地環境工学」は，土地改良法への環境配
慮規定の導入もあって，従来の農地工学より環
境の視点に重きを置かなくてはいけない，とい
う意識でした。環境に関する研究をしたい学生
には大いに勧めたし，法学部に移りたいという
学生には，自然にも権利があるという環境原理
主義も出てきた頃でしたから，そういう論文を
書けと言いました。ただ，世の中に環境に関わ
る課題は多いが，学科改組の目標としては議論
がなかったようで，どういう方向に向かうかは
試行錯誤でした。
学生の指導は東大も筑波大も同じです。他の
研究室ではテーマを与えますが，私は一貫して，
学生本人の関心のあることを研究テーマにさせ
ました。関心に即した論文を探して読みなさい，
毎週２編と言ったのは守られなかったけれど，
読んできたら発表させる。そのとき読み方を指

導するのが私の流儀です。
いい論文だけ読めと言っても学生にはわから

ない。それで，なぜここの数字はこうなるのか
考えなさい，と教える。読んだ論文をどう理解
したのか発表させ，それに対してなぜそうなの
か説明する。そうしてだんだん自分の考え方と
かいい論文の書き方を覚えていく。そうしない
と身につかない。卒論発表会では，A3 見開き
（A4 二枚）の概要も作らせました。自分の主
張を簡潔にまとめるのは，社会に出て大事なこ
とだと思ったからです。

（３）農村計画
――　話は変わりますが，実は私も農村計画を
勉強しました。研究室では某市の農村総合整備
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オランダの農地整備推進ポスター�
� 「農地整備はどのようにするの？」
農業のための基盤整備だけでなく，景観形成，生態系保全，
リクリエーションの場の形成も図るので，こうした関係者
も実施計画づくりに参加する。事業の計画概要を作ること
から，実施計画の決定，事業実施，換地清算までの一連の
流れを解説している。
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事業のマスタープランを作っていて，農村計画
のイメージが何となくあった。ところが最近
は，農村計画の本もほとんどパーツの集まりみ
たいな感じで，計画自体がよくわからない。計
画とは何か，どうすることなのか全然見えなく
なっているように思えます。先生はどうお考え
でしょうか。

【佐藤】　計画論ってあるようでないと，昔から
ずっと言ってきました。イギリスの都市計画理
論の発展史を訳していますが，理論の発展を
追ってみると，計画の実践から学びながら発展
してきていること，住民参加が言われるように
なってからは，専門家から提示するよりも，地
域の人たちの意見を吸い上げ，それに従ってま
とめるだけというのが，今，プランナーの役割
といわれるようになってきた。日本の都市計画
でもそういわれるようになっています。そうな
ると，プランニングは地域住民の意向で終わっ
てしまいます。
地域の住民が何をしたいか，意向をつかまえ
てまとめるだけでは，プランナー＝コミュニ
ケーターになってしまうが，専門家として何か
あるはず。どうすればいいのか，まだわかって
ないけれども，今のところ，地域の合意を得ら
れるためにどうすればいいのかということを踏
まえて，専門家としてのいろんな知見を入れ込
んで計画を作るところに持っていくのがプラン
ナーの役割だと思います。
――　10 年ほど前，農村計画学会の歴代会長
の座談会でも，先生は，みんなで集まって目標
を設定するにはどうするのか，オルタナティブ
をどう作るのか，計画を立てる際の意思決定を
支える論理は何かなど，論点を詰めた “計画原
論 ”が必要だと言われていましたね。

４：大学から離れて
（１）農業環境技術研究所（農環研）
――　農村計画学会，農業土木学会の学会長を
歴任され，東京農業大学に少しおられて，農業
環境技術研究所（農環研）に行かれました。

【佐藤】　なんで農環研の理事長に白羽の矢が
立ったのかわかりませんが，引き受けて行って，
農環研は農水省の数ある研究所の中で一番優れ
た研究をしているという評価なのに，常識が大
学と全く違うので戸惑い，孤軍奮闘ながらいろ
いろ改革しました。
まずやったのが，研究者１人１人の研究の成

果をウェブで世の中に発表すること，そして文
部科学省の科研（科学研究費）に申請して助成
を得ることでした。どういう研究をするか詳細
にプロポーザルしないといけないので，自分の
頭で考えて研究職人から研究者になっていく。
おかげでいい成果を上げられるようになった
と，私は自負しています。
また，新しい中期計画を作るときに組織変え

をした。化学と生物学，それに土壌学を加えた
３つが主で，他は統計やリモートセンシングな
ど情報系の人がいたのですが，100 人くらいの
研究者が１人ずつ細かいテーマを持っていたの
を，専門の領域とプロジェクトを縦軸と横軸で
マトリックス構造にして大きくグルーピングし
たのです。「環境」というのは一専門だけじゃ
なくて，総合的にやらないと問題は解けない，
と分野横断的にやったのです。

（２）中山間地域フォーラム
――　環境もそうですが，現場の動いている
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ところを見て，それを相手にするという姿勢
がずっと保たれてきているんだなと思います。
2006 年に立ち上げられた中山間地域フォーラ
ムも同様に思えます。

【佐藤】　中山間地域の直接支払制度は，中山間
地域等直接支払制度検討会でフォローしていま
す。京都大学の祖田修＊先生から引き継いで座
長をずっとやってきました。
１期対策が終了するときのレビューで，全体
の３％くらいの地区から，「制度はとてもいい
けれども，高齢化してリーダーもいないので，
次期は続けられない」というアンケートの回答
があったのです。それに対して，会議の後かに，
構造改善局長をされた野中和雄＊＊委員が「こ
れからできないと言った所は制度では手当てで
きない。ボランティアとかNPOとか，何か別
の形の手当が必要ではないか」と言われました。
ずっと頭に残ったその発言をどうしようかと考
えて，野中さんと相談して当時の委員へ声をか
けた結果，勉強会から始めました。任意団体で
しばらく活動して，今はNPOになっています。
――　ホームページには「中山間地域の再生に
関する研究成果を実際の現場で生かす」とあり
ますが，具体的には。

【佐藤】　これは研究をする団体ではなく，現場

で実際の問題を解く活動をすることが暗黙の了
解事項です。具体のモデル地域を持とうと，関
東農政局に数地域紹介いただいて最終的に選ん
だのが群馬県の南

なん

牧
もく

村，日本一高齢化している
村で，そこにずっと入っています。我々が現地
に行ってこうしろああしろと言うのではなく
て，現地の皆さんの腰が上がるのを助ける，背
中を支えることが我々の任務だというスタンス
で動いています。
南牧村では，いろいろな人たちと話をして，

村内を歩いて「お宝」探しをするワークショッ
プをやるなどお手伝いをしているうちに，空き
家を何とかせねば，と若者が立ち上がり始め，
今はけっこう皆さんアクティブになってきた。
南牧村から岩手県西

にし

和
わ

賀
が

村，福島県の鮫
さめ

川
がわ

村と
交流会などをしています。お金もなく，ほとん
ど手弁当ですから，なかなかです。

（３）国際的な活動
――　国際農業工学会（CIGR）など海外での
お仕事もあります。海外の研究者とのつき合い
とか，海外のお仕事には早くから取り組まれた
のですか。

【佐藤】　筑波大にいるとき（1986 年６月～ 87
年８月）に，オランダのワーヘニンゲンにある

＊	 	そだ	おさむ。1939-。京都大学・福井県立大学名誉教授。著書に『地方産業の思想と運動』（1980），『西ドイツの地域計画』（1984），
『農学原論』（2000）ほか。

＊＊	のなか	かずお。1941-。農林水産省を経て，元水資源機構副理事長。

10 JAGREE	100．2021・7

中山間フォーラム�in�熊本
2009 年 10 月，佐藤会長は壇上左端

国際農業工学会（CIGR) 理事会
サンクト・ペテルブルグで開催（2006 年５月，佐藤会
長は中央奥）
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国際農業センター（IAC）のスカラーシップで
土地改良・水管理研究所（ICW）に行きました。
日本の農村計画では，当時，ドイツ流の観念論
的傾向の強い学界風土でしたが，オランダのき
わめてプラグマティックな思考に学ぶところ大
でした。
――　個人的な関心から脱線して申し訳ありま
せんが，流儀の違いはどこにありますか。

【佐藤】　私の理解するドイツ流は，「ここにこ
ういう物があるべきだ」としてそこに物を備え
る。理屈で物事を変えようとします。オランダ
では，そこに物があるのが必然だからあり，必
然的でない物はいくら置いても根付かない。そ
の必然性に従って，環境や国土，地域を造って
いくのです。
農業・農村の多面的機能は今では FAO，
OECDなど各国で共通認識となっていますが，
1980 年代のオランダでは既に "medegebruik"
（結合利用）という概念のもとに農村のインフ
ラ整備・利用が進められていました。国土の環
境の質を高めようと自然保全地域を造るのに，
従来牧場に使っていた所を地区指定する。でも，
放置して原野になることで自然が保全されると
いうのではなくて，そこに人間が入って楽しめ
る自然にしたい。その管理のために動物を使う
のです。雪で覆われてエサがなくなる冬に食べ
なくても耐えられる馬や羊を，外国から連れて
くる。そういう金をかけずに実現できそうな発

想でやっていくのです。
――　すみません。本題に戻ります。
オランダで顔見知りになったワーヘニンゲン

大学の教授の推薦で，CIGR のメンバーになっ
たのです。CIGR では Land&Water をテーマ
とする Section １の委員長になった。それ以降
ずっと，CIGR 系列で各国の人たちと仲良しに
なり，アットホームで非常に楽しい集まりを続
けています。毎年場所を変えて水と環境という
テーマで国際研究発表会をやっています。
――　2010 年から 2020 年まで，ICID（国際か
んがい排水委員会）の国内委員長も務められま
した。
【佐藤】　ICIDはもともと〈水〉の組織で私の専
門ではないから，あまり関係がなかった。農水
省の推挙でICIDのWG-SOCIO（Socio-economic	
Impacts	and	Policy	Issues） に 2005 年 から，
WG-R ＆ D（Research	and	Development） に
2006 年から社会科学系のテーマの分野のメン
バーに加えてもらいました。PAWEES（国際
水田・水環境工学会）を立ち上げ，その会誌
PWEの編集委員に，さっきのCIGR の Section
１のメンバーになってもらった。彼らの多くが
ICID のメンバーだったので，大会のときに顔
を合わせて編集委員会のような意見交換もでき
た。そうこうするうちに引き継いで国内委員長
をやってきたのです。
――　ICID の国内委員会では「世界かんがい
施設遺産」の認定をされ，ご本も出されていま
す。選ばれただけ，というところから，今後ど
う動かそうかというお考えはありますか。

【佐藤】　ほっておいたらダメになってしまうか
もしれないので，農業で使いながら保持するの
が一番いい。それで「世界かんがい施設遺産連
絡会」というネットワークを作って，毎年，意
見交換をしています。お互いに抱えている問題
を話し，自分の所でやっていることも披露して，
学び合い知恵を出し合いながら守っていく仕組
みになってほしいと考えています。
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オランダの水路工
大型の施工機械で効率的かつ低コストの施工を行う。ライ
ニングをせず多くは土水路。
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（４）フードビジネス推進機構
――　2015 年から，フードビジネス推進機構
（FABIO）の代表理事ですね。
【佐藤】　非常にアクティブでいい研究をして，
成果を社会に実装したいと思うのに，残念なが
らチャンネルを持たないので難しいという農環
研の研究者がいました。彼を囲っていろんな人
たちが集まって議論してできた組織で，理事長
だった私が代表にさせられたのです。
いい研究成果が社会に実装されず眠っている
一方で，企業では，最近，農業分野の関心が高
く，ビジネス展開しようにも，誰がどこで何の
研究をやっているか知らない。そのミスマッチ
をつなぐ必要があるということで機構を作った
のです。
でも，まだ残念ながらビジネスサイドの声を
拾い上げきれていないのが実情です。本当は，
ビジネスサイドの声を拾い上げてくると，それ
だったらこういう人がいるとか，こんな成果が
あるというように事業の立ち上げまではお手伝
いします，メンバーにベンチャー・キャピタル
の人もいるので，お金が必要だったら世話がで
きるチャンネルを持っています，というふうに
したい。今，中国でも農業がビジネスチャンス
のようで，紹介してと言ってきた案件がありま
すが，コロナ禍で中断しています。ビジネスを
立ち上げたいという人たちの声がまだまだ届い
てない。そこをどう広げるかですね。

5：さまざまな活動へ
――　今日の最初からずっと，対現場との濃密
な関わり，現地をよく見て，そこから問題も出
てくるし，解決もそこへ返していかないといけ
ないというご姿勢がありました。そういうこと
で一貫されているのですね。

【佐藤】　そういう意味では，現地へ行っても確
認するだけのような人数の多い審議会よりも，
専門家として「官」と「学」が一緒に関わる受
託研究などの方が，私にとっては今まではるか
に大きな意義があった。管理課の換地がそう

だったし，農村開発企画委員会にしても，じっ
くりとテーマを掘り下げることができました。
ただ，私のやり方は帰納的じゃないんですよ

ね。現場へ行くのは好きですが，いっぱい調べ
てきてそのデータで何か帰納的あるいは統計的
にまとめてというのはあまり好きじゃなくて，
少ない数で何か言う方が好きです。キーになる
所をきちんと押さえられればそれで十分でしょ
う。これも新沢先生の印象に残る言葉なんです
が，物事を決めているファクターはせいぜい２
つ，その２つのファクターをどう見つけるかと
いうのが大事だというのです。
――　農業土木事業協会は業界団体ですが，
「産」に関してはどんな印象をお持ちですか。
【佐藤】　業界は，極端にいえば儲けるか儲け
ないか，はっきりしているから非常にわかり
やすいし，フィーリングが合う。以前，農業
農村整備情報総合センター（ARIC）の理事長
になっていたときに，こういう団体を回すの
はこういう世界か，収支決算報告はこう見れ
ばいいのかという感じがつかめたので，事業
協会に入ってもあまり違和感がなかった。今
の FABIO もそうだけど，儲けるというのは大
変ですよね。
これからは少ない事業のパイの奪い合いみた

いな時代になってきているのに対して，大学も
含めて，お互いに議論して創っていくという，
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フードビジネス推進機構（FABIO）食から始まる研究会
講師の Dr.Arjo Rothuis ワーヘニンゲン大学教授（中央）
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新潟であった事例が１つのモデルになる。競争
はこれからも非常に求められると思いますが，
いろんな分野ごとに専門の企業が寄り集まっ
て，まさに競争でいいアイデアができるという
仕組みがあってもいいかなと思います。儲けの
ライバルではあるけれども，互いに知恵を出し
合い，儲けながら質を高めいいものを創る仕組
みがあるのではないか。補完関係だったらあり
えますよね。
――　今のお話はまさに本誌の 93 号（2017）
の巻頭言に「価値共創の時代」として書かれて
います。遡って見ましても，「分野横断的な知
の融合」，「知の再構築」などと提唱されていて，
以前からそういう想いを抱かれてきたんだなと
感じました。

【佐藤】　たとえばDX（デジタルトランスフォー
メーション）などというのも今盛んに言われて
いて，かなり補完して展開しないといけないな
かで，うまくできる局面が出てくるんじゃない
かと，何となく感じています。
――　先生はこれまで，異種の他流試合みたい
な現場に身を置いてらっしゃるからそういう思
いが強くて，失敗例もあったでしょうが，新し
いものが実際に生まれているのをご覧になって
いる。だからそう実感されているのかなと，勝
手に思っています。

６：今後の展望と協会
――　今後，農業の将来に向けてこういうこと
を大事にすべきだ，それに農業土木はこういう
貢献をしていけるし，していくべきだ，という
ようなご提言がございましたら。

【佐藤】　一番悩ましいのは，農村のこれからの
姿がどうなるかと考えたときに，農業ベースに
考えると，大規模経営体を作ろうという話にな
る。昔，大和田啓気＊さんたちが言っていたこ
とですが，農家が負担するのではなくて，工場
と同じように農地も〈土地そのもの〉と〈農地

として整備されたもの＝装置〉の２つに分け
て，前者は従来の所有関係のままに，後者は国
が投資して完全に整備して，そこを借りて経営
する人を募ってやればいいと。これは非常にい
いアイデアじゃないかと最近つくづく思ってい
ます。
ただ現実は難しい。そういう農業ベースに考

えると，大規模経営体を作ることに結局ならざ
るをえないと思うのですが，そうすると今まで
土地が人を引っ張っていたから人がいた農村に
人はいなくなってしまう。北海道の別

べつ

海
かい

町の大
規模酪農地帯やアメリカの中西部のように，大
農地があってそこに経営体は１つで，ポツンポ
ツンとしか人がいなくなるイメージ。それでは
農村じゃない，コミュニティは関係ないという
ことになる。
そのときどうなるのか。一方で今，コミュニ

ティが大事だと言われている。大規模経営体に
雇われて働く人はそこにみんないるのか，どう
いう形になるのか悩ましくて，自分でもイメー
ジが作りきれていません。農業側からするとコ
ミュニティ論はナンセンスで，徹底的に効率的
に低コストで生産性を上げて，食料を持続的に
作る。そういう農業を展開するための基盤づく
りを我々の世代がする，と言い切ってしまって
いいか。未だにわからない。
しかも高齢化して農業の跡継ぎがいなくなっ

ても土地はあるから，誰かがケアしなくてはい
けない。結局，農村から人が抜けて都会にだけ
住む。人口移動の第一要因は経済だが，農村に
人を引き寄せる第二要因は何か。アメリカの農
村みたいな姿がこれからの日本の地方なのか，
それはそれでもいいかなとも思えるし，悩まし
いです。
――　一方で，中山間地域の，それに乗ってい
けない所もありますよね。

【佐藤】　ただ中山間でも，必ずしもそうではな
いと思う気持ちもある。中山間地域でも土地が

＊	 	おおわだ	けいき。1911-1986。農林省を経て，元農用地開発公団理事長。
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流動化すれば，傾斜地だけど大規模な経営が展
開できて，標高の違いをうまく使って作物を植
えていくことがそれなりにできると思う。先ほ
どの話のような仕組みで，中山間地域も〈土地
そのもの〉の所有者がそのままに，それなりに
経営できるような経営体が，どういう経営の内
容になるかわからないけれども，可能なのでは
ないか。国はいろいろな土地や経営の条件に
沿って整備する。そんな仕組みもありうると思
います。
ただ，中山間地域で問題なのは土地のケアが
要る。平場だったら一経営体で土地をケアする
ことはあまり難しくないけれど，斜面だと非常
に難しい。そこをどうするか。そうすると，大
規模化しないで，小さい農家がいっぱい残って

いる方がいいのか。その辺が難しい。本当に難
しくて，今のところこれだというアイデアは
持っていません。
――　失礼ながら，きっぱりと割り切らず逡巡
されている姿に，先生のお人柄の温かさ，感覚
的に過ぎるというならば豊富な現地の経験に育
まれた認識が現れているようです。そういう展
望の下で，困難をちょっとずつでも解決してい
けるように，協会のメンバーが貢献できれば，
して下さいというのが，会長の願いということ
ですね。

【佐藤】　本誌前号の事業協会の「技術の歩み」
は非常に立派なまとめとなっています。そうい
う蓄積を生かして，次の世代にもぜひ力を尽く
していただきたいと願っています。	
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